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皆様におかれましては、時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 

また、平素は周南市サッカー協会並びに周南市サッカー協会４種委員会の諸活動に際し、格

別なるご高配、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、本日ここに第１３回目となります「周南市サッカーフェスティバル U-12 大会」を 

盛大に開催できますことは、ひとえにご参加いただきました皆様、並びに関係各位のおかげ 

と、主催者、役員関係者一同、心より感謝いたしております。 

 

また、本年度も各地より総勢３６チームという、多くの皆様をお迎えし開催できますことを

大変喜んでおります。 

 

選手の皆様におかれましては、優勝を目指して最後まで全力でプレーされ、サッカーを存分

に楽しんでいただけることと期待しております。 

 

この夏休みの終わりの２日間に、うれしかったり、悔しかったりと様々な思い出を、それぞ

れの地域へ持ち帰っていただければ幸いです。 

 

大会中はご迷惑をおかけすることもあろうと存じますが、スタッフ一同心を込めて運営いた

しますので、皆様の熱意で大会を盛り上げて頂けますよう、宜しくお願いいたします。 

 

末筆になりましたが、本大会は冠大会として開催する運びとなっており、「ほっともっと」

でおなじみの、株式会社プレナス様より、大会並びに選手の皆様への強力なサポーターとして

ご協賛をいただいております。 

ご賛同いただきました関係各位におかれましても、この場をお借りし厚くお礼申し上げます。 

 

また、本大会を開催するにあたり、ご尽力下さいました多くの方々に対しましても心よりお

礼の意を表しまして、歓迎の挨拶といたします。 

 

 

 ２０１７年 8 月２６日 

 周南市サッカー協会 ４種委員会 

 周南市サッカーフェスティバル 実行委員会 

 委員長    近藤  和彦 
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ほっともっと杯ほっともっと杯ほっともっと杯ほっともっと杯  第 1３回 周南市サッカーフェスティバル U-12 大会 

 

式次第式次第式次第式次第    

 

【 開会式 】 

・ 開式の辞 

・ 優勝カップ返還 

・ 主催者挨拶 

・ 大会委員長挨拶 

・ 来賓挨拶 

・ 選手宣誓 

・ 審判長挨拶 

・ 閉式の辞 

 

 

【 閉会式 】 

・ 開式の辞 

・ 成績発表 

・ 表彰 

・ 講評 

・ 閉式の辞 
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ほっともっと杯ほっともっと杯ほっともっと杯ほっともっと杯  第 1３回 周南市 サッカーフェスティバル U-12 大会 開催要項 

１．大会名称 ほっともっと杯 第 1３回 周南市サッカーフェスティバル U-12 大会 
 
２．目的 

本大会は、周南市近郊におけるサッカーを愛する子ども達が集い、競技を通じて友好を深めるとともに、競技力の向上と
心身の健全な育成を図ることを目的とする。 

 
３．日時 201７年 8 月２６日（土）～２７日（日） の 2 日間 
 受付 8：30～   開会式 9：00～ 
 キックオフ  1 日目…10：00～ ／ 2 日目…9：30～ 
 
４．会場 周南市緑地公園内  周南市陸上競技場、サッカー場 
 黒岩多目的 グラウンド  
 （1 日目の開会式は陸上競技場にて、2 日目の閉会式は各会場で行います。） 
 
５．主催 周南市サッカー協会 
 
６．主管 周南市サッカー協会 ４種委員会 
 
７．後援 周南市、周南市教育委員会 
 
８．協賛 株式会社プレナス ／ Hotto Motto 
 
９．競技要項 

（1）201７年度日本サッカー協会「8 人制競技規則」に準ずる。 
（2）選手交代の人数は制限しない。また、一度退いた選手も再出場できる。 

なお、イエローカードは翌試合に持越さない。レッドカードを受け退場した選手は、次の試合に限り、出場できないこと
とする。 

（3）試合は 8 人制（前後半制）で行い、小学 6 年以下の男女で構成するチームでの参加とする。 
（4）試合方法は、1 日目 36 チームを 6 グループ、12 ブロックに分けてリーグ戦を行い、同会場の 2 ブロックで順位決

定戦を行う。 
2 日目は 1 日目の結果より、1～6 位グループまでの 6 グループ 12 ブロックに分け、1 日目と同様の方法により各グル
ープで順位を決定する。 

（5）リーグ戦は、ブロック毎に勝点（勝３・引分１・負０）により順位を決する。但し、勝点が同じ場合は得失点差、総得
点、直接対戦、抽選の順により決する。 
また、順位決定戦は規定時間内に勝敗の決しない場合、PK 戦を行う。 
（3 対 3 で決しない場合、4 人目からサドンデス方式で行う） 

（6）試合時間は全ての試合で 30 分（15-5-15）とする。 
（7）相互審判にご協力下さい。主審は審判服を着用願います。 

 
１０．組合せ 

本冊子中組合せ表をご覧下さい。2 日目の組合せにつきましては 1 日目終了後に集計し、各チームへ連絡いたします。 
 
１１．表彰 

2 日目各順位グループの優勝、準優勝、および第 3 位のチームを表彰する。 
また、各チーム優秀選手賞 1 名を表彰する。 

 
１２．参加費 ５，０００円（2 日間分） 
 
１３．その他 

（1）選手は本大会出場に際し、スポーツ傷害保険又はこれに相当する保険等に加入していること。また、当日健康で保護者
の承諾があること。 

（2）本大会中の負傷および疾病に関し応急処置は行いますが、その後の処置につきまして主催者は一切の責任を負いかねま
すので、所属チームにおいて適切に対処願います。 

（3）雨天決行ですが、雷鳴、台風等によりやむを得ず大会を中止、または短縮する場合があります。 
（4）試合球は少年用 4号球で行い、本部で用意します。 

その他、テント、いす、給水用具など、試合に必要な物は各団でご準備願います。 
（5）1 位グループで優勝したチームは、可能な限り次回大会へもご参加お願いいたします。 

 
１４．昼食について 

2 日間の昼食時のお弁当は、「ほっともっと」様より手配が可能です。別紙により FAXにて直接お申込み下さい。 
 
１５．監督者会議・懇親会 

１日目の試合終了後の夕刻 19:00 より、「ホテルサンルート 徳山」（周南市築港町 8-33【徳山駅新幹線口徒歩 2
分】）におきまして監督者会議・懇親会を開催いたします。各チームより１名以上のご参加をお願いいたします。 
（参加費 ６,000円/人） 

 
１６．お問合せ先 周南市サッカー協会 ４種委員会 

  事務局 岐山FCスポーツ少年団   兼安 守 
 電話・FAX：0834-32-0142／電子メール：kisan-kaneyasu@sea.plala.or.jp 
 携帯電話：090-4891-8638 ／ 携帯メール：gordon-4.jam@docomo.ne.jp 
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ほっともっと杯ほっともっと杯ほっともっと杯ほっともっと杯  第 1３回 周南市 サッカーフェスティバル U-12 大会 

参加チーム紹介 

広島地区 緑井小学校サッカー教室 

 

山口地区 大内サッカースポーツ少年団 

 小郡サッカースポーツ少年団 

 小鯖サッカースポーツ少年団 

  

防府地区 華浦サッカースポーツ少年団 

 右田サッカースポーツ少年団 

 牟礼フットボールクラブ 

 華城サッカースポーツ少年団 

       勝間サッカースポーツ少年団 

       中関サッカースポーツ少年団 

 

岩国地区 岩国サッカー少年団 

 灘サッカースポーツ少年団 

 玖珂キッカーズ 

 岩国南 フットボールクラブ 

 

周東地区 久賀サッカースポーツ少年団 

 平生サッカースポーツ少年団 

 柳東サッカースポーツ少年団 

 

周防地区 浅江島田サッカースポーツ少年団 

 花岡サッカースポーツ少年団 

 光井少年サッカークラブ 

        豊井サッカークラブ 

 

長門地区 みとうオールスポーツ少年団   

 

 

周南市 FC アウストルノ 

 秋月サッカースポーツ少年団 

 今宿サッカースポーツ少年団 

 ＥＤＥＶＡＬＤ football labo 

 周南菊川サッカークラブ Ｕ-１２ 

 岐山ＦＣスポーツ少年団 

 熊毛フットボールクラブ U-12 

 Ｋ＆Ｋサッカークラブ 

 桜木サッカースポーツ少年団 

 周陽サッカースポーツ少年団 

 徳山サッカークラブスポーツ少年団 

 富田フットボールクラブスポーツ少年団 

 フトゥール周南フットボールクラブ 

       FC ストヤノフ サッカー アカデミー 

 

合計 36 チーム （順不同  敬称略） 


