
TSC × iam.カップ

大会要項

実施日：2022/08/28

会場：雁の巣レクリエーションセンター



TSC × iam.カップ 大会要項

タケダスポーツクリニック × Iam.サッカースクール  

Iam.カップ  U-9 実施要項 
 

期⽇：令和 4 年 8⽉28⽇ ⽇曜⽇  U-9（10:00~16:00） 
 
運営：iam.サッカースクール 
 
協⼒：タケダスポーツクリニック 
 
会場：雁の巣レクリエーションセンター 多⽬的グラウンド A•B 
（〒811-0204 福岡県福岡市東区奈多 1302-53） 
※準備・⽚付けにご協⼒下さい。   
※開会式・閉会式・表彰式は⾏います。 
代表者会議 AM9:30 に⾏います。 
 
参加資格：U-9（⼩学 3 年⽣以下） 
※当該チームを指導している責任ある⼤⼈が引率してください。 
※U-9  12 チーム   
 
競技規則：⾃由交代制。ボールアウトはスローイン。オフサイドなし。  
 
※5⼈制で⾏います。 
※試合時間は、予選 10 分ハーフを 3 試合、順位決め 10 分ハーフ 1 試合 計４試合 
※スローイン、バックパスのハンドは 1 試合で最初の間違えのみやり直し有 
※前半終了と後半終了の笛のみ本部から⾏います。プレー中の場合は、プレーが切れたら速や
かに終わってください。 
※帯同審判（相互審判、１⼈制、審判着不要）でお願いします。 
※各コートに対戦表を挟んだバインダーを置いているので、後半審判をした⽅が結果の記⼊を
お願い致します。 
※時間厳守でスムーズな試合進⾏にご協⼒をお願いします。ベンチ挨拶省略。 
※勝ち点が並んだ場合は、得失点→総得点→総失点の順番で順位をつける。それでも同じ場合
は抽選で順位を決めます。 
 
 
 
 
 
 



TSC × iam.カップ 大会要項

 
イベント 
タケダスポーツクリニック様よりコート内にてイベントを⾏います！ 
・参加選⼿の保護者対象 雁の巣会議室 B(全体会場図参照)にてタケダスポーツ・ビューティ
ークリニック武⽥理事⻑より講話(スポーツ医学の⾖知識)を実施致します。(お昼頃) 
・体幹講座（イベントコーナー） 
・怪我の予防ストレッチ（イベントコーナー） 
 
 
⼤会⽅法：別紙の組み合わせをご確認下さい。 
 
表彰：優秀成績チームを表彰します。 
 
※⼤会専⽤のグループ LINE を開設いたしますので、各チーム責任者１名参加をお願いします。 
※会場はクレーです。荒天時、イベントを中⽌にする際は、当⽇の AM8:00 頃にご連絡致しま
す。 
 
新型コロナウイルス感染症対策について 
選⼿・指導・保護とも、会場内ではマスク着⽤をお願いします。運動するときを除く。 
 
注意事項 
・ピッチ内はスパイク禁⽌となっております。 
・ピッチ内にテント等は利⽤できません。 
・ピッチ内での⾷事はできません。 
・ピッチ内は選⼿とスタッフのみとなります。観覧場所は、後⽇ご案内致します。 
・新型コロナウィルス感染拡⼤対策の為、声出しの応援とソーシャルディスタンスにご協⼒く
ださい。 



TSC × iam.カップ 対戦表

3グループ(1グループ4チーム)に分かれ予選を行い、予選の順位で予選総合順位を決定し、優勝チームを決定する。

※3コートのみ屋根無のコートになります。熱中症対策で、試合コートを固定せずに試合を実施させていただきますので、あらかじめご理解のほ
どよろしくお願い致します。

※予選後(お昼休憩時)、保護者の方は大会をご協力いただいているTSC (タケダスポーツクリニック)様の講話(スポーツ医学の豆知識)にご参加く
ださい‼試合観覧に来ていただいた保護者の方は、ぜひ今後のお子様のサポートの為に受講をお願い致します。

※講話は、雁の巣会議室B(雁の巣 会場図参照)にて実施予定
(会議室B付近にも駐車場は多数ございますので、念の為チームで乗り合わせでご参加いただくようお願い致します。

※参加選手は、iam.サッカースクールコーチによるワンポイントレッスンを実施予定！

参加チーム

A組 iam① 千早A 志免フレンズ FC J-WIN B

B組 iam② LampoRosso 宇美ジュニア FC J-WIN A

C組 iam③ 千早B 松島 三筑キッカーズ

iam② LampoRosso

FC J-WIIN A宇美ジュニア

B組

iam③ 千早B

松島 三筑

C組

試合形式・備考

タイムスケジュール

iam① 千早A

志免フレンズ FC J-WIN B

A組

9:40〜9:50

時間

10:00 vs. vs. vs.

10:25 vs. vs. vs.

10:50 vs. vs. vs.

11:15 vs. vs. vs.

11:40 vs. vs. vs.

12:05 vs. vs. vs.

15:00〜15:15

 (保護者対象) 12:45〜13:30予定　TSC 武田理事長より　雁の巣会議室Bにて「スポーツ医学の豆知識」について講話していただきます。

(参加選手対象) 13:10〜13:30予定 iam.サッカースクールコーチ陣によるワンポイントレッスン

開会式(1.2コート付近で開会式予定) 　代表者会議は9:30〜となります。 イベント

1コート(屋根付) 2コート(屋根付) 3コート(屋根無)

三筑キッカーズ

iam① 千早A iam② Lampo Rosso iam③ 千早B

志免フレンズ FC J-WIN B 宇美ジュニア FC J-WIN A 松島

FC J-WIN A

iam③ 松島 iam① 志免フレンズ iam② 宇美ジュニア

千早B 三筑キッカーズ 千早A FC J-WIN B Lampo Rosso

千早A

iam② FC J-WIN A iam③ 三筑キッカーズ iam① FC J-WIN B

Lampo Rosso 宇美ジュニア 千早B 松島 志免フレンズ

14:00
7位(　組3位)

vs.
8位(　組3位) 9位(　組3位)

vs.
12位(　組4位)10位(　組4位) 11位(　組4位)

vs.

4位(　組2位) 5位(　組2位)
14:25

1位 (　組1位)
vs.

2位(　組1位)

閉会式　抽選会

怪我の予防ストレッチ

体幹講座

vs.
6位(　組2位)3位(　組1位)

vs.



会場図

・試合会場図
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注意事項
※会場はスパイク使用禁止となります。

※保護者の観覧場所はコート外での観覧となります。
(通路を塞がないように、ご観覧ください)

※当日は暑さが予想されますので、暑熱対策等を各チームでご準備の程よろしく
お願い致します。

※昼食のごみ等は各自必ずお持ち帰りください。

※駐車場は、1日1台300円(税込)となります。

イベント会場



会場図

球技場
管理棟

①④ ③ ②

⑤⑧ ⑦ ⑥

⑪ ⑩ ⑨

試合会場(A,B)

講話会場(会議室B)
管理棟2F

・試合会場写真 ※多目的グラウンドB(屋根無),多目的グラウンドA(屋根有)

・雁の巣 全体図


