
1. 大会要項及び競技規則など

・ 2019/20（公財）日本サッカー協会競技規則を準用し、選手交代は再交代を適用する。

・ 予選リーグでの順位決定方法は、①勝点（勝利3点/引分1点/敗戦0点）②得失点差

③総得点④当該チームの対戦結果⑤コイントスの順に従う。

・ 順位決定戦において、前後半を終了して決しない場合は、PK方式により決定する

2. 競技上の注意

・ ユニフォーム規程について

アンダーシャツ及びアンダーショーツ（タイツ）はシャツ及びショーツと同色系を原則とする

・ ユニフォームの決定について（マッチコミッショナーは設置しない）

対戦チーム責任者により、試合前にユニフォームを決定すること。

ただし、審判員の服（黒色）と混同しないように配慮すること。

・ ベンチについて

対戦表の左に記載されているチームをホームとし、ピッチ上本部からフィールドに

向かって、左側のベンチとする。（サブメンバーは、原則ビブス等を着用すること）

・ メンバー表の提出について

試合開始30分前に、本部に2部提出すること。（用紙は参加申込用紙兼用）

・ メンバーチェックについて

試合開始5分前に選手の用具等をチェックを行う。

・ 選手交代について

第四審判に交代を告げて、（原則）センターライン付近より出入りを行うこと。

・ アディショナルタイムについて

表示板にて第四審判が表示する。

・ ピッチ内練習について

ピッチ内練習は、試合開始20分前より10分間とする。

3. 運営上の注意

・ 大会第１日目の審判（主・副審）は各チームによる帯同審判員とする。

（フラッグは大会本部で用意）

・ 大会第１日目のピッチ内での飲料水は水のみとする。

・ 喫煙については、サッカー場内禁煙とする。（指定喫煙所あり）

4. その他

・ 傷害補償…試合会場では応急処置のみ。各チーム・選手はスポーツ保険等に加入すること

・ 宿泊場所と弁当は、必ず石川スポーツキャンプを活用のうえ各チームで手配すること

なお、宿泊場所が決定している(常宿がある)場合でも、当該宿泊場所を指定のうえ申込むこと

　　石川スポーツキャンプ （電話 0767-62-0999）

　  別途「宿泊及び弁当申込書」様式添付

第９回北信越O-55カップサッカー大会

【注意事項】　



■試合開始時刻及び審判員割振り表

× 主審 副審 四審

（人工芝）

× 主審 副審 四審

第９回北信越O-55カップサッカー大会

期日
/会場

試合番号開始時刻
対戦 審判

（H） （A）

審　判

本部

⑥ 本部

（長野県） 本部

本部（福井県）

Bグループ2位

Bグループ1位

Bグループ3位

本　　部

本　　部

本　　部

10月27日
（日）

能登島マ
リンパーク
海族公園
（天然芝）

⑦ 9:30 Aグループ3位 ×

⑨ 12:30 Aグループ1位 ×

⑧ 11:00 Aグループ2位 ×

（新潟県）

（新潟県）

（石川県1）

（新潟県）

（福井県）

（石川県2）

10月26日
（土）

能登島
グランド
Bコート

（人工芝）

④ 11:30 （石川県2） ×

⑤ 14:10 （石川県2） ×

15:40 （福井県） ×

本部

② 14:10 （石川県1） × （長野県） 本部

（富山県） （長野県）

（富山県）

10月26日
（土）

能登島
グランド
Aコート

（人工芝）

① 11:30 （石川県1） ×

③ 15:40 （富山県） ×

期日
/会場

試合番号 開始時刻
対　　戦

（H） （A）



1．大会名 第9回北信越O-55カップサッカー大会

2．主催 （一社）北信越サッカー協会

3．主管 石川県シニアサッカー連盟

4．参加対象 O-55 55歳以上 【1965年（昭和40年）4月1日までに生まれた選手】

5．日程 予選リーグ 10月26日（土） 3チーム×2グループ：6試合

順位決定戦 10月27日（日）

6．会場

　 施設の問合せ先　　石川スポーツキャンプ（電話 0767-62-0999）

　　　http://www.spo-camp.com/facility/　　（地図掲載）

7．登録 25名以内（日本サッカー協会への登録が望ましいが未登録も可）

8．ユニフォーム 日本サッカー協会ユニフォーム規程準拠

9．試合形式 予選リーグ　→　順位決定戦 ※組合せは大会事務局にて実施済み

10．順位の決定

11．試合時間 20分ハーフ（20-5-20）

12．交代 再交代を適用する（一度退いた競技者も再び出場することができる）

13．試合球 モルテン５号軽量球　（大会本部で用意）

14．審判

15．メンバー表 大会参加申込書を兼ねる

16．参加料 1チーム　￥20,000円 →10月16日（水）までに振り込むこと

　　

普通預金　口座番号:6068680

口座名義　石川県シニアサッカー連盟　会計

17．申込先 石川県シニアサッカー連盟 前川　守 （北信越シニアサッカー連盟委員）

Eメール nrc14227@nifty.com 携帯電話 090-8268-0628

→10月16日（金）までに「参加申込」をメール送付すること

18．参加チーム 所在地 責任者

新潟県

長野県

富山県

福井県

石川県1

石川県2

19.備考

第9回北信越O-55カップサッカー大会要項

チーム名

10/26 七尾市能登島グランド（人工芝）

グループ1位同士/2位同士/3位同士：3試合

10/26予選リーグ　　帯同審判制（主審3級以上、副審：4級以上）
10/27順位決定戦　大会本部で用意

10/27 七尾市能登島マリンパーク海族公園（天然芝）

・予選リーグでの順位決定方法は ①勝点（勝利3点・引分1点・敗戦0点）

・順位決定戦で前後半を終了して決しない場合はPK方式により決定する

　振込先　　北陸銀行金沢問屋町支店（店番号 325）

　②得失点差　③総得点　④当該チームの対戦結果　⑤コイントス の順による

宿泊場所と弁当は、必ず石川スポーツキャンプを活用のうえ各チームで手配すること
宿泊場所が決定している(常宿がある)場合でも、当該宿泊場所を指定のうえ申込むこと
　　石川スポーツキャンプ （電話 0767-62-0999）
　  別途「宿泊及び弁当申込書」様式添付



■日程 10月26日（土）～27日（日）

■会場 石川県七尾市　能登島グラウンドほか

■組合せ（予選リーグ）：10月26日（土）　能登島グラウンド

Aグループ

順位 勝点 得点 失点
得失
点差

Bグループ

順位 勝点 得点 失点
得失
点差

■順位決定戦：10月27日（日） 能登島マリンパーク海族公園

5-6位決定戦 ⑦ ×

3-4位決定戦 ⑧ ×

1-2位決定戦 ⑨ ×

■順位

第6位

第4位

第5位

準優勝

第3位

順位 チーム名 県名

優　勝

Aグループ3位 Bグループ3位

Aグループ2位 Bグループ2位

Aグループ1位 Bグループ1位

B2 福井県

B3 新潟県

チーム名 県名 B1 B2 B3

⑥

B1 石川県2 ④ ⑤

A3 長野県

A2 富山県 ③

第９回北信越O-55カップサッカー大会

チーム名 県名 A1 A2 A3

A1 石川県1 ① ②


