
第５回　刈谷トレセンカップ
【開催要項】

日程 ２０１７年２月１１日（土）・１２日（日）　雨天決行

場所 刈谷市港町グラウンド
〒448-0835　愛知県刈谷市港町1丁目

主旨 地域交流・選手交流・指導者交流

参加トレセン
【U-12】　8チーム 【U-11】　8チーム
福井県トレセンU-12（福井県）A・B 福井県トレセンU-11（福井県）A・B
浜松IFCU-12（静岡）A・B 白山地区トレセンU-11（石川県）
郡上市選抜U-12（岐阜） 郡上市選抜U-11（岐阜）
知多地区トレセンU-12（愛知） 知多地区トレセンU-12（愛知）
東海市選抜U-12（愛知） 西尾市トレセンU-10（愛知）
刈谷市トレセンU-12 刈谷市トレセンU-11A・B

組み合わせ 組み合わせ表参照

試合形式 【Ｕ-12】
１１人制サッカー
2ブロックで予選リーグを行い、上位・下位で決勝リーグを行い順位をつける
試合時間：20分-5分-20分
登録人数、交代人数制限なし
競技規則は、２０１６年度　日本サッカー協会競技規則に準ずる
勝敗方法：勝点制　＝　勝ち・３点　　引き分け・１点　　負け・０点
表彰：優勝（トロフィー・賞状）、準優勝（トロフィー・賞状）、第３位（賞状）
　　　　優秀選手（各チーム1名選出）

【Ｕ-11】
８人制サッカー
2ブロックで予選リーグを行い、上位・下位で決勝リーグを行い順位をつける
試合時間：20分-5分-20分
登録人数、交代人数制限なし（自由な交代とする）
競技規則は、２０１６年度　日本サッカー協会競技規則に準ずる
表彰：優勝（トロフィー・賞状）、準優勝（トロフィー・賞状）、第３位（賞状）
　　　　優秀選手（各チーム1名選出）

その他 ・けが等は、応急処置はしますが、その後の責任は一切負いませんので、
各トレセンでスポーツ保険に加入のこと。
・雷雨雪等による中断等の判断は本部で行う。
・セレモニー、ベンチあいさつは無しとします。
・試合開始時間に始められるよう準備願います。
・2/11（土）の夜に指導者懇親会を開催します（詳細は当日連絡いたします）。
・開会式は行いませんが、閉会式は2日目15：00～行います。
・駐車場内の事故責任は一切負いませんので各自で対応ください。
・グラウンド内はすべて禁煙ですので喫煙所以外での喫煙はご遠慮ください。
・ご不明な点は事務局までお問い合わせください。

連絡先 刈谷市トレセン　事務局　野々山啓三



第5回刈谷トレセンカップ　U-12の部　試合日程
【Aブロック】 【Bブロック】

福井A 浜松A
郡上 福井B

浜松B 知多
刈谷A 東海

【U-12】 20分ハーフ 11人制
一日目 2016年2月13日
試合№ kickoff時間 左側 右側 左側 右側

1 9:30 刈谷A － 浜松B 東海 － 知多
2 10:30 福井A － 郡上 浜松A － 福井B
3 12:00 刈谷A － 郡上 東海 － 福井B
4 13:00 福井A － 浜松B 浜松A － 知多
5 14:30 郡上 － 浜松B 福井B － 知多
6 15:30 刈谷A － 福井A 東海 － 浜松A

二日目 2016年2月14日
試合№ kickoff時間 左側 右側 左側 右側

1 9:00 A-4 － B-4 A-3 － B-3
2 10:00 A-1 － B-2 A-2 － B-1
3 11:00 A-4 － B-3 A-3 － B-4
4 12:00 A-1 － A-2 B-1 － B-2
5 13:00 A-4 － A-3 B-4 － B-3
6 14:00 A-1 － B-1 A-2 － B-2

・審判の主審は相互審（前半左側、後半右側）、副審は選手（各チームより1名）
・審判服の着用は自由です。
・試合結果は、後半に担当した審判が、必ず報告してください。

結果 結果

Aコート Bコート
結果 結果

Aコート Bコート



第5回刈谷トレセンカップ　U-12の部　星取表
【予選リーグ】 【決勝リーグ】

福井A 郡上 浜松B 刈谷A 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点
得失
点差

順位 A1位 B1位 A2位 B2位 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点
得失
点差

順位

1 福井A 1 A1位

2 郡上 2 B1位

3 浜松B 3 A2位

4 刈谷A 4 B2位

勝点・・・勝（○）3点　引分（△）1点　負（×）0点 勝点・・・勝（○）3点　引分（△）1点　負（×）0点
順位の決定方法：総当たり戦で勝点が多い順とする。 順位の決定方法：総当たり戦で勝点が多い順とする。
 勝点が同率の場合には、得失点差、得点にて決定する。  勝点が同率の場合には、得失点差、得点にて決定する。

福井B 知多 浜松A 東海 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点
得失
点差

順位 A3位 B3位 A4位 B4位 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点
得失
点差

順位

1 福井B 1 A3位

2 知多 2 B3位

3 浜松A 3 A4位

4 東海 4 B4位

勝点・・・勝（○）3点　引分（△）1点　負（×）0点 勝点・・・勝（○）3点　引分（△）1点　負（×）0点
順位の決定方法：総当たり戦で勝点が多い順とする。 順位の決定方法：総当たり戦で勝点が多い順とする。
 勝点が同率の場合には、得失点差、得点にて決定する。  勝点が同率の場合には、得失点差、得点にて決定する。

A

B

上位

下位



第5回刈谷トレセンカップ　U-11の部　試合日程
【Aブロック】 【Bブロック】

福井A 白山
郡上 福井B

西尾U-10 知多
刈谷B 刈谷A

【U-11】 20分ハーフ ８人制
一日目 2016年2月13日
試合№ kickoff時間 左側 右側 左側 右側

1 9:30 刈谷B － 西尾U-10 刈谷A － 知多
2 10:30 福井A － 郡上 福井B － 白山
3 12:00 刈谷B － 郡上 刈谷A － 白山
4 13:00 福井A － 西尾U-10 福井B － 知多
5 14:30 郡上 － 西尾U-10 白山 － 知多
6 15:30 刈谷B － 福井A 刈谷A － 福井B

二日目 2016年2月14日
試合№ kickoff時間 左側 右側 左側 右側

1 9:00 A-4 － B-4 A-3 － B-3
2 10:00 A-1 － B-2 A-2 － B-1
3 11:00 A-4 － B-3 A-3 － B-4
4 12:00 A-1 － A-2 B-1 － B-2
5 13:00 A-4 － A-3 B-4 － B-3
6 14:00 A-1 － B-1 A-2 － B-2

・審判は1人制で左側が行い、試合終了後結果を報告ください。
・審判服の着用は自由です。

Cコート Dコート

Cコート Dコート
結果

結果 結果

結果



第5回刈谷トレセンカップ　U-11の部　星取表
【予選リーグ】 【決勝リーグ】

福井A 郡上 西尾 刈谷B 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点
得失
点差

順位 A1位 B1位 A2位 B2位 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点
得失
点差

順位

1 福井A 1 A1位

2 郡上 2 B1位

3 西尾 3 A2位

4 刈谷B 4 B2位

勝点・・・勝（○）3点　引分（△）1点　負（×）0点 勝点・・・勝（○）3点　引分（△）1点　負（×）0点
順位の決定方法：総当たり戦で勝点が多い順とする。 順位の決定方法：総当たり戦で勝点が多い順とする。
 勝点が同率の場合には、得失点差、得点にて決定する。  勝点が同率の場合には、得失点差、得点にて決定する。

福井B 知多 白山 刈谷A 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点
得失
点差

順位 A3位 B3位 A4位 B4位 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点
得失
点差

順位

1 福井B 1 A3位

2 知多 2 B3位

3 白山 3 A4位

4 刈谷A 4 B4位

勝点・・・勝（○）3点　引分（△）1点　負（×）0点 勝点・・・勝（○）3点　引分（△）1点　負（×）0点
順位の決定方法：総当たり戦で勝点が多い順とする。 順位の決定方法：総当たり戦で勝点が多い順とする。
 勝点が同率の場合には、得失点差、得点にて決定する。  勝点が同率の場合には、得失点差、得点にて決定する。

A 上位

B 下位
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本部

刈谷市港町グラウンドのご案内

刈谷市港町グラウンド

〒448-0835

愛知県刈谷市港町1丁目


