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１，受付
◎チームの代表者は、到着しだい受付を済ませてください。
◎受付では、参加費（2000円 ）を払い、プログラムを受け取ってください。
◎カレーの注文をしたチームは支払いを済ませ、引換券を受け取ってくださ
い。

２，コート設定図ならびに諸注意
◎（たて３０ｍ×よこ２０ｍ）のコートを５面 （コート名は下記の通り ）
◎南側の空いているスペースで、サッカーボーリングをおこなう。
◎サッカー場内は飲食禁止！ （中身が水のペットボトルのみ可！ ）
他はグランド外で飲ませてください。

◎保護者は指定の場所で観戦してください。※コート周辺
◎ベンチ、椅子等は持ち込まないでください。
◎次の試合のチームのアップは、当日指定された場所でおこなうこと。

北

Aコート Bコート Cコート Dコート

アップ
Eコート スペース

受付 本部 サッカーボーリング
入り口

３，サッカーのルール
◎６人制（キーパーを含む）ゲーム、交代はセンターラインの指定の場所（コーン
を置く）からであればインプレー中でも自由にできる。

◎試合時間は８分ー２分ー８分とし、すべてのコートの試合は大会本部
の放送に合わせて実施される。

◎審判は、すべて北毛審判部でおこなう。試合ボールは大会本部で用意。

◎アウトオブプレー時 、再会方法は（キックイン）でおこなう。

◎ユニホームは自由。 （ビブス可）

４，サッカーボーリングのルール
◎ボーリングのピン （ １ ０本 ）を 、３ｍ離れたところからサッカーボールをけっ
て何本倒れるかを競う。※Ｕ８のチームは、2， 5ｍのところから。

◎チーム全員がけって、本数の多い上位５人の得点をチームの得点とします。
あらかじめける順番を決めておいてください。

◎スコアーの高い順に、上位５チームを表彰します。
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５，ゲーム日程
☆Ａコート（Ａ・Ｂ組）

（Ａ組ー中之条ＳＣＵ９、橘少年Ｕ９、沼田ＳＣＵ９、藤岡キッズＵ９①）
（Ｂ組ー渋川ハヤブサＵ９、カルチェットＵ９、吉岡Ｕ９、藤岡キッズＵ９②）

時間 試合 ボーリング Ａ会場（目安時間）
１， ９：３０～ 中之条 × 橘少年
２， ９：５５～ ハヤブサ × カルチェ 橘少年
３，１０：２０～ 沼田 × 藤岡① ハヤブサ

４，１０：４５～ 吉岡 × 藤岡② カルチェ

５，１１：１０～ 中之条 × 沼田 藤岡①

６，１１：３５～ ハヤブサ × 吉岡 中之条
７，１２：００～ 橘少年 × 藤岡①
８，１２：２５～ カルチェ × 藤岡② 沼田
９，１２：５０～ 橘少年 × 沼田 藤岡②

１０，１３：１５～ ハヤブサ × 藤岡② 吉岡

１１，１３：４０～ 中之条 × 藤岡①
１２，１４：０５～ カルチェ × 吉岡

☆Ｂコート（Ｃ・Ｄ組）
（Ｃ組ー薄根ＳＣＵ９、川場Ｕ９、月夜野ＳＣＵ９、藤岡キッズＵ９③）
（Ｄ組ーたかやまＵ９、ＦＣ沢田Ｕ９、平井ＪＦＣＵ９、アンジェロガールズＵ９）

時間 試合 ボーリング Ａ会場（目安時間）
１， ９：３０～ 薄根ＳＣ × 川場
２， ９：５５～ たかやま × 沢田 川場
３，１０：２０～ 月夜野 × 藤岡③ たかやま

４，１０：４５～ 平井 × アンガー 沢田

５，１１：１０～ 薄根ＳＣ × 月夜野 藤岡③
６，１１：３５～ たかやま × 平井 薄根
７，１２：００～ 川場 × 藤岡③
８，１２：２５～ 沢田 × アンガー 月夜野
９，１２：５０～ 川場 × 月夜野 アンガー

１０，１３：１５～ たかやま × アンガー 平井

１１，１３：４０～ 薄根ＳＣ × 藤岡③
１２，１４：０５～ 沢田 × 平井

☆Ｃコート（Ｅ・Ｆ組）
（Ｅ組ーＦＣ昭和Ｕ９、渋川ミランＵ９、吉井ＪＰＵ９ホワイト、高崎ＦＣ滝川Ｕ９）
（Ｆ組ー渋川ＪｒＵ９、榛東 JSC Ｕ９、吉井ＪＰＵ９イエロー、ブルーボタンＵ９）

時間 試合 ボーリング Ａ会場（目安時間）
１， ９：３０～ 昭和 × ミラン
２， ９：５５～ 渋川 × 榛東 ミラン
３，１０：２０～ ホワイト × 滝川 渋川

４，１０：４５～ イエロー × ブルボ 榛東

５，１１：１０～ 昭和 × ホワイト 滝川
６，１１：３５～ 渋川 × イエロー 昭和
７，１２：００～ ミラン × 滝川
８，１２：２５～ 榛東 × ブルボ ホワイト
９，１２：５０～ ミラン × ホワイト イエロー

１０，１３：１５～ 渋川 × ブルボ ブルーボタン

１１，１３：４０～ 昭和 × 滝川
１２，１４：０５～ 榛東 × イエロー
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☆Ｄコート（Ｇ・Ｈ組）Ｕ８
（Ｇ組ー長野原中央 U8、ＬＥＯＮＩ U8、藤岡キッズ U8①、平井ＪＦＣU8 ）
（Ｈ組ーＧＫＦ U8、高崎北ＳＣ U8、藤岡キッズ U8 ②、ＦＣ九合 U8 ）

時間 試合 ボーリング B 会場（目安時間）
１， ９：３０～ 長野原 × LEONI
２， ９：５５～ ＧＫＦ × 高崎北 Ｌ ＥＯＮ Ｉ
３，１０：２０～ 藤岡U8①× 平井 ＧＫＦ

４，１０：４５～ 藤岡 U8 ②× 九合 高崎北

５，１１：１０～ 長野原 × 藤岡U8① 平井
６，１１：３５～ ＧＫＦ × 藤岡 U8 ② 長野原

７，１２：００～ LEONI × 平井
８，１２：２５～ 藤岡 U8 ②× 九合 藤岡①
９，１２：５０～ LEONI × 藤岡U8① 九合

１０，１３：１５～ ＧＫＦ × 九合 藤岡②

１１，１３：４０～ 長野原 × 平井
１２，１４：０５～ 高崎北 × 藤岡 U8 ②

☆Ｅコート（Ｉ・Ｊ組）Ｕ８
（Ｉ組ー吾妻Ｊｒ U8、吉井ＪＰＵ8、宝泉東 U8、ロンプラU8 ）
（Ｊ組ー草津Ｊｒ Ｕ 8、ブルーボタン U8、尾島Ｊｒ U8、碓東Ｊｒ U8 ）

時間 試合 ボーリング B 会場（目安時間）
１， ９：３０～ 吾妻 × 吉井
２， ９：５５～ 草津 × ブルーボタン 吉井
３，１０：２０～ 宝東 × ロンプラ 草津

４，１０：４５～ 尾島 × 碓東 ブルーボタン

５，１１：１０～ 吾妻 × 宝東 ロンプラ

６，１１：３５～ 草津 × 尾島 吾妻
７，１２：００～ 吉井 × ロンプラ
８，１２：２５～ ブルーボタン × 碓東 宝東

９，１２：５０～ 吉井 × 宝東 碓東

１０，１３：１５～ 草津 × 碓東 尾島

１１，１３：４０～ 吾妻 × ロンプラ
１２，１４：０５～ ブルーボタン × 尾島

６，閉会式

☆１４：４０より実施。全チームの参加をお願いします。
☆全チームに参加賞を授与し、サッカーボーリングの上位

５チームを表彰（記念品授与）します
☆並び方は、こちらで指示をします。最終試合終了後、す

ぐに始めますので、ご協力をお願いします。
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