
主　催

主　管

協　力

日　時 2020年1月18日（土）、19日（日）

2020年2月1日（土）、2日(日)

会　場

参加費

参加資格

募集チーム数

競技規則

注意事項

のびのびと楽しくサッカーをすることを目的としています。

２０１９年度　Ｕ-８キッズ交流会

西蒲区サッカー連盟

一般社団法人Ｔｉｆｏｓｉ

フリーダム新潟

開始時間　午前の部9:00第1試合／午後の部13:30第1試合

＊参加チーム数によって変更となる可能性がございます。

西蒲区　岩室体育館　　　新潟市西蒲区西中860番地　TEL:0256-78-8705

1チームあたり　1,000円/午前または午後の部

U-8(小学2年生以下)チーム

＊チーム事情により2年生以下が少ない場合は、3年生の出場も認める

各日、午前８チーム、午後８チーム　＊変更になる可能性もございます

 一般の方が利用されることもあります。走路には荷物を置かないでください。

U-8（小学2年生以下）の人数が少ない場合は3年生の参加も可能としますが、U-8が中心となるようにチームを
組んでください。

６人制とする。ただし各チームの事情を考慮し、対戦チームとの相談のうえ変更は可能。

フットサル競技規則を原則とするが、細かいルールについては対戦チームとの相談にて決定も可能とします。

試合球は各チーム持ちよりとし、３号球とします。３号球が用意できない場合は４号球も可能とする。当該
チーム間で決定する。

ハーフタイムがある場合、ハーフタイムでのベンチ移動はなし。

試合時間も参加チーム数によって変わります。ご確認をお願いします。

審判は1人制とし、当該チームにてお願いします。

設営・撤収については可能なチームにてお手伝いをお願いします。

館内は土足禁止です。外履きのまま館内に入館する方がいらっしゃいます。もし、見かけた場合はそのチーム
は棄権とみなし、試合途中でもお帰りいただきます。保護者および見学者の方は、屋内シューズまたはスリッ
パのご持参をお願いします。

ごみは必ずお持ち帰りください。

チーム数が多い日もあります。荷物を置く場所は譲り合ってお使いください。

担当　佐藤雅哉（フリーダム新潟ＦＣ）

E-Mail　nishikan.soccer@1995freedom.com

携帯電話　090-8813-3681（古俣）／080-2242-2673（佐藤）

ウォーミングアップはギャラリーでお願いします。ボールの使用は厳禁です。

体を動かす程度となります。予めご了承ください。

毎年、アリーナ以外でボールを使用するチームが数チームございます。そのような事が起きますと次年度以
降、開催が出来ません。試合に勝つことよりも大切な事を指導者、保護者、選手が守ってください。ご協力
をお願いします。

駐車場は別紙参照、張り紙または係りの指示に従ってください。

その他、ご不明な点がございましたら担当者まで、お気軽にご連絡をお願いします。

西蒲区サッカー連盟



bandai12 FC鏡淵 Cresce FC 紫竹山FC

新津サッカースポーツ少年団① 新津サッカースポーツ少年団② ＵＮＩＴＥ新潟ＦＣ FC東山の下ウイステリア

鳥屋野ファイターズ FC西内野 青山サッカー少年団 パストゥーディオ新潟ＦＣ

桃山クラマーズ① 桃山クラマーズ②

FC鏡淵 小須戸サッカースポーツ少年団 浜浦コスモス２００２ 紫竹山FC

南万代フットボールクラブ 山ノ下アズーリ 沼垂ＦＣ ＵＮＩＴＥ新潟ＦＣ

FC.NIIGATA.Jr FC西内野 豊照サッカー少年団 女池パイレーツ

ジェス新潟東ＳＣ① ジェス新潟東ＳＣ② 新通イーグルス FC東山の下ウイステリア

桃山クラマーズ① 桃山クラマーズ② フリーダム新潟 AFC94ジュニア

bandai12 FC鏡淵 Cresce FC 紫竹山FC

新津サッカースポーツ少年団① 新津サッカースポーツ少年団② ＵＮＩＴＥ新潟ＦＣ 青山サッカー少年団

鳥屋野ファイターズ FC西内野 パストゥーディオ新潟ＦＣ

ジェス新潟東ＳＣ① ジェス新潟東ＳＣ②

桃山クラマーズ① 桃山クラマーズ②

FC鏡淵 小須戸サッカースポーツ少年団 沼垂ＦＣ ＵＮＩＴＥ新潟ＦＣ

浜浦コスモス２００２ 山ノ下アズーリ 紫竹山FC 豊照サッカー少年団

FC.NIIGATA.Jr FC西内野 新通イーグルス 真砂402JSC

ジェス新潟東ＳＣ① ジェス新潟東ＳＣ② 東青山フットボールクラブジュニア パストゥーディオ新潟ＦＣ

桃山クラマーズ① 桃山クラマーズ② アスルズ新潟 AFC94ジュニア

２０１９年度　Ｕ-8キッズ交流会　参加チーム一覧表

午前の部(10チーム) 午後の部(5チーム)

2/1

(土)

午前の部(10チーム)

2/2

(日)

午後の部(9チーム)

午前の部(10チーム)

午前の部(8チーム) 午後の部(6チーム)

午後の部(9チーム)

1/19

(日)

1/18

(土)



午前の部 １０－1ー１０

審判 審判

8:00

① 9:00 桃山① vs 鏡淵 当該 西内野 vs 新津① 当該

② 9:25 桃山② vs 鳥屋野 当該 bandai12 vs 新津② 当該

③ 9:50 桃山① vs 西内野 当該 鏡淵 vs 新津① 当該

④ 10:15 桃山② vs bandai12 当該 鳥屋野 vs 新津② 当該

⑤ 10:40 桃山① vs 新津① 当該 鏡淵 vs 西内野 当該

⑥ 11:05 桃山② vs 新津② 当該 鳥屋野 vs bandai12 当該

⑦ 11:30 桃山① vs bandai12 当該 西内野 vs 桃山② 当該

⑧ 11:55 鏡淵 vs 新津② 当該 新津① vs 鳥屋野 当該

午後の部 １０－3ー１０

審判 審判

⑨ 13:30 Cresce vs 青山 当該 東山の下 vs パストゥーディオ 当該

⑩ 14:00 Cresce vs UNITE 当該 東山の下 vs 紫竹山 当該

⑪ 14:30 青山 vs UNITE 当該 パストゥーディオ vs 紫竹山 当該

⑫ 15:00 青山 vs パストゥーディオ 当該 Cresce vs 東山の下 当該

⑬ 15:30 東山の下 vs UNITE 当該 Cresce vs 紫竹山 当該

⑭ 16:00 パストゥーディオ vs UNITE 当該 青山 vs 紫竹山 当該

＊最終試合のチームはコートの片付けをお願いします。

17:00 撤収完了

＊試合開始のセレモニー、試合終了後のベンチ挨拶はなしでお願いします。

＊終了後は次の団体が入っています。スムーズな入替のご協力と、開始時間・終了時間厳守をお願いします。

２０１９年度　U-8　キッズ交流会　タイムスケジュール

2020/1/18

ステージ側 入り口側

         開　場　・　設　営

ステージ側 入り口側



午前の部 １０－1ー１０

審判 審判

8:00

① 9:00 ジェス① vs 小須戸 当該 西内野 vs 山ノ下 当該

② 9:25 ジェス② vs NIIGATA 当該 桃山① vs 南万代 当該

③ 9:50 鏡淵 vs ジェス① 当該 桃山② vs 西内野 当該

④ 10:15 小須戸 vs ジェス② 当該 山ノ下 vs 桃山① 当該

⑤ 10:40 NIIGATA vs 鏡淵 当該 南万代 vs 桃山② 当該

⑥ 11:05 ジェス① vs 西内野 当該 小須戸 vs 山ノ下 当該

⑦ 11:30 ジェス② vs 桃山① 当該 NIIGATA vs 南万代 当該

⑧ 11:55 鏡淵 vs 桃山② 当該 ジェス① vs 山ノ下 当該

⑨ 12:20 小須戸 vs 西内野 当該 ジェス② vs 南万代 当該

⑩ 12:45 鏡淵 vs 桃山① 当該 桃山② vs NIIGATA 当該

午後の部 １０－1ー１０

審判 審判

⑪ 13:30 東山の下 vs 豊照 当該 新通 vs 沼垂 当該

⑫ 13:55 紫竹山 vs 女池 当該 UNITE vs 浜浦 当該

⑬ 14:20 フリーダム vs 東山の下 当該 AFC vs 新通 当該

⑭ 14:45 豊照 vs 紫竹山 当該 沼垂 vs UNITE 当該

⑮ 15:10 女池 vs フリーダム 当該 浜浦 vs AFC 当該

⑯ 15:35 東山の下 vs 新通 当該 豊照 vs 沼垂 当該

⑰ 16:00 紫竹山 vs UNITE 当該 女池 vs 浜浦 当該

⑱ 16:25 フリーダム vs 新通 当該 東山の下 vs AFC 当該

⑲ 16:50 豊照 vs UNITE 当該 紫竹山 vs 沼垂 当該

⑳ 17:15 フリーダム vs 浜浦 当該 女池 vs AFC 当該

＊最終試合のチームはコートの片付けをお願いします。

18:00 撤収完了

＊試合開始のセレモニー、試合終了後のベンチ挨拶はなしでお願いします。

＊終了後は次の団体が入っています。スムーズな入替のご協力と、開始時間・終了時間厳守をお願いします。

２０１９年度　U-8　キッズ交流会　タイムスケジュール

2020/1/19

ステージ側 入り口側

         開　場　・　設　営

ステージ側 入り口側



午前の部 １０－1ー１０

審判 審判

8:00

① 9:00 桃山① vs bandai12 当該 ジェス① vs 新津① 当該

② 9:25 桃山② vs 鏡淵 当該 西内野 vs 新津② 当該

③ 9:50 ジェス② vs 桃山① 当該 鳥屋野 vs ジェス① 当該

④ 10:15 bandai12 vs 桃山② 当該 新津① vs 西内野 当該

⑤ 10:40 鏡淵 vs ジェス② 当該 新津② vs 鳥屋野 当該

⑥ 11:05 桃山① vs ジェス① 当該 bandai12 vs 新津① 当該

⑦ 11:30 桃山② vs 西内野 当該 鏡淵 vs 新津② 当該

⑧ 11:55 ジェス② vs 鳥屋野 当該 桃山① vs 新津① 当該

⑨ 12:20 bandai12 vs ジェス① 当該 桃山② vs 新津② 当該

⑩ 12:45 ジェス② vs 西内野 当該 鳥屋野 vs 鏡淵 当該

午後の部 １０－3ー１０

審判 審判

⑪ 14:00 Cresce vs パストゥーディオ 当該 UNITE vs 青山 当該

⑫ 14:35 紫竹山 vs Cresce 当該 パストゥーディオ vs UNITE 当該

⑬ 15:10 紫竹山 vs パストゥーディオ 当該 Cresce vs 青山 当該

⑭ 15:45 紫竹山 vs 青山 当該 Cresce vs UNITE 当該

⑮ 16:20 紫竹山 vs UNITE 当該 パストゥーディオ vs 青山 当該

＊最終試合のチームはコートの片付けをお願いします。

17:30 撤収完了

ステージ側 入り口側

＊試合開始のセレモニー、試合終了後のベンチ挨拶はなしでお願いします。

＊終了後は次の団体が入っています。スムーズな入替のご協力と、開始時間・終了時間厳守をお願いします。

２０１９年度　U-8　キッズ交流会　タイムスケジュール

2020/2/1

ステージ側 入り口側

         開　場　・　設　営



午前の部 １０－1ー１０

審判 審判

8:00

① 9:00 NIIGATA vs ジェス① 当該 桃山① vs 浜浦 当該

② 9:25 西内野 vs ジェス② 当該 桃山② vs 小須戸 当該

③ 9:50 鏡淵 vs NIIGATA 当該 山ノ下 vs 桃山① 当該

④ 10:15 ジェス① vs 西内野 当該 浜浦 vs 桃山② 当該

⑤ 10:40 ジェス② vs 鏡淵 当該 小須戸 vs 山ノ下 当該

⑥ 11:05 NIIGATA vs 桃山① 当該 ジェス① vs 浜浦 当該

⑦ 11:30 西内野 vs 桃山② 当該 ジェス② vs 小須戸 当該

⑧ 11:55 鏡淵 vs 山ノ下 当該 NIIGATA vs 浜浦 当該

⑨ 12:20 ジェス① vs 桃山① 当該 西内野 vs 小須戸 当該

⑩ 12:45 鏡淵 vs 桃山② 当該 山ノ下 vs ジェス② 当該

午後の部 １０－1ー１０

審判 審判

⑪ 13:30 紫竹山 vs 東青山 当該 沼垂 vs パストゥーディオ 当該

⑫ 13:55 豊照 vs 新通 当該 UNITE vs 真砂 当該

⑬ 14:20 アスルズ vs 紫竹山 当該 AFC vs 沼垂 当該

⑭ 14:45 東青山 vs 豊照 当該 パストゥーディオ vs UNITE 当該

⑮ 15:10 新通 vs アスルズ 当該 真砂 vs AFC 当該

⑯ 15:35 紫竹山 vs 沼垂 当該 UNITE vs 東青山 当該

⑰ 16:00 豊照 vs パストゥーディオ 当該 新通 vs 真砂 当該

⑱ 16:25 アスルズ vs AFC 当該 紫竹山 vs UNITE 当該

⑲ 16:50 東青山 vs 沼垂 当該 豊照 vs 真砂 当該

⑲ 17:15 アスルズ vs パストゥーディオ 当該 AFC vs 新通 当該

＊最終試合のチームはコートの片付けをお願いします。

18:00 撤収完了

＊試合開始のセレモニー、試合終了後のベンチ挨拶はなしでお願いします。

＊終了後は次の団体が入っています。スムーズな入替のご協力と、開始時間・終了時間厳守をお願いします。

ステージ側 入り口側

２０１９年度　U-8　キッズ交流会　タイムスケジュール

2020/2/2

ステージ側 入り口側

         開　場　・　設　営


