
第3回 ユニアオフェスティバル

2019年5月3日(金/祝)～4日(土) ＠一宮市総合体育館



フットサルを楽しもう。フットサルで繋がろう。一生懸命プレーしよう。 
尊重しよう。心を開こう。選手、審判、指導者、保護者、サポーター、、、 

大会に関わる全ての人と今大会を楽しみましょう。 

私たちは、「大会に関わる全てに感謝と尊重する気持ちをもち、 
フットサルを通した交流を目指し今大会を開催します。」 

Futsal Clube UNIAO  一同 



大会概要
大会名 
第3回ユニアオフェスティバル


大会期間 
5月3日(金/祝) / 予選リーグ

5月4日(土) / トーナメント戦

 ※2日間に渡る大会です。


会場 
一宮市総合体育館

〒491-135 一宮市光明寺白山前20

tel:0586-53-6300


大会事務局 
一宮市木曽川町黒田北宿一の切22-1

〒493-0001 木曽川フットサル工場内

tel:0586-64-9339

mail:uniao-fs@qg-sport.com

mailto:uniao-fs@qg-sport.com


募集要項
募集カテゴリー／チーム数 
⚫U-18(高校3年生以下)／8チーム 
※5/3 9:30～19:30終了予定、5/4 9:30～19:00終了予定 
⚫U-15(中学3年生以下)／8チーム 
※5/3 9:30～17:30終了予定、5/4 9:30～17:30終了予定 
⚫U-14(中学2年生以下)／8チーム 
※5/3 9:30～17:30終了予定、5/4 9:30～17:30終了予定 
⚫U-12(小学6年生以下)／16チーム 
※5/3 13:30～17:30終了予定、5/4 13:30～17:30終了予定 
⚫U-11(小学5年生以下)／8チーム 
※5/3 9:30～13:15終了予定、5/4 9:30～13:15終了予定 
⚫U-10(小学4年生以下)／8チーム 
※5/3 9:30～13:15終了予定、5/4 9:30～13:15終了予定 

表彰 
優勝、準優勝 

参加費 
21,600(税込)／1チーム



【U-18】大会形式                    ※5/3 9:30～19:30終了予定、5/4 9:30～19:00終了予定

予選リーグ 
20分- 5分- 20分(ランニングタイム) 
※タイムアウト無し 

  
トーナメント戦 
30分- 5分-30分(ランニングタイム) 
※タイムアウト無し 
※同点の場合はPK戦を行う。 
(決勝のみ延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は
PK戦を行う。) 

コートサイズ 
40m×20m 
※最終エントリー数により変更あり



【U-15、14】大会形式             ※5/3 9:30～17:30終了予定、5/4 9:30～17:30終了予定

予選リーグ 
15分- 5分- 15分(ランニングタイム) 
※タイムアウト無し 

  
トーナメント戦 
25分- 5分-25分(ランニングタイム) 
※タイムアウト無し 
※同点の場合はPK戦を行う。 
(決勝のみ延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は
PK戦を行う。) 

コートサイズ 
40m×20m 
※最終エントリー数により変更あり



【U-12】大会形式                    ※5/3 13:30～17:30終了予定、5/4 13:30～17:30終了予定

予選リーグ 
12分- 3分- 12分(ランニングタイム) 
※タイムアウト無し 

  
トーナメント戦 
12分- 3分-12分(ランニングタイム) 
※タイムアウト無し 
※同点の場合はPK戦を行う。 
(決勝のみ延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は
PK戦を行う。) 

コートサイズ 
32m×16m 
※最終エントリー数により変更あり



【U-11、U-10】大会形式           ※5/3 9:30～13:15終了予定、5/4 9:30～13:15終了予定

予選リーグ 
12分- 3分- 12分(ランニングタイム) 
※タイムアウト無し 

  
トーナメント戦 
12分- 3分-12分(ランニングタイム) 
※タイムアウト無し 
※同点の場合はPK戦を行う。 
(決勝のみ延長戦を行い、それでも勝敗が決しない場合は
PK戦を行う。) 

コートサイズ 
32m×16m 
※最終エントリー数により変更あり



過去大会参加チーム          

第1回大会 
<参加チーム名／カテゴリー> 
・アグレミーナ浜松U-18（静岡県） ／ U−18 
・SENA.FC（静岡県） ／ U−18、U−15、U−12 
・クラーク記念国際高等学校（兵庫県） ／ U−18 
・azzurro（和歌山県） ／ U−18、U−12 
・gatt Futsal Club（京都府） ／ U−15、U−12 
・フローライトマキナ（大阪府） ／ U−15 
・シャペウ（三重県） ／ U−15 
・ROOTS（滋賀県） ／ U−12、U−10 
・ジョイフットサルクラブ（滋賀県） ／ U−12、U−10 
・フローライトマキナ（大阪府） ／ U−12 
・VALIENTE FC（岐阜県） ／ U−12 
・福井丸岡RUCK（福井県） ／ U−10 
・サントス（愛知県） ／ U−18、U−15、U−12 
・C.C.de SONHO（愛知県） ／ U−18、U−15、U−12、U−10 
・岡崎学園高等学校フットサル部（愛知県） ／ U−18 
・イーストールFC（愛知県） ／ U−15、U−10 
・GranArbol（愛知県） ／ U−15 
・WING FUTSAL CLUB（愛知県） ／ U−15 
・Voce＾e amador？（愛知県） ／ U−15 
・マラビージャ（愛知県） ／ U−12、U−10 
・名古屋オーシャンズ （愛知県） ／ U−12、U−10 
・ROBOGATO（愛知県） ／ U−12

第2回大会 
<参加チーム名／カテゴリー> 
・作陽高校（岡山県） ／ U−18 
・デルミリオーレクラウド群馬 ／ U−18 
・azzurro（和歌山県） ／ U−18、U−12 
・gatt Futsal Club（京都府） ／ U−18、U−14、U−12、U−10 
・シャペウ（三重県） ／ U−15 
・VIENTO（富山県） ／ U−15 
・Allesgute（富山県） ／ U−14 
・ROOTS（滋賀県） ／ U−12、U−10 
・西濃シティ（岐阜県） ／ U−12 
・サントス（愛知県） ／ U−18、U−15、U−12 
・名古屋オーシャンズ（愛知県） ／ U−18、U−12 
・C.C.de SONHO（愛知県） ／ U−18、U−14 
・Voce＾e amador？（愛知県） ／ U−15、U−12 
・イーストールFC（愛知県） ／ U−15 
・WING FUTSAL CLUB（愛知県） ／ U−15 
・ROBOGATO（愛知県） ／ U−14、U−12、U−10 
・GranArbol（愛知県） ／ U−12、U−10 
・すえのライトニングス（愛知県） ／ U−12 



宿泊施設

ホテル名 住所 電話番号 会場までの移動時間 備考

一宮パークホテル 一宮市大江2丁目8-10 0586-73-8900 20分 スポーツ選手プラン有り

一宮グリーンホテル 一宮市栄1丁目6-1 0586-23-0511 20分 ビジネスホテル

アパホテル尾張一宮駅前 一宮市栄3丁目3番地10号 0586-24-6111 20分 ビジネスホテル

水月旅館 一宮市泉2-6-17 0586-73-3512 20分 旅館

ビジネス旅館若竹 一宮市泉2-11-5 0586-24-2430 20分 旅館

一宮シティホテル 一宮市泉2丁目21-1 0586-73-3700 20分 ビジネスホテル

東横INN名古屋尾張一宮駅前 一宮市栄4-4-10 0586-25-1045 20分 ビジネスホテル

ホテルルートイン一宮駅前 一宮市新生1丁目2-11 0586-47-7601 20分 ビジネスホテル

ホテルイルクレド岐阜 岐阜市神田町9丁目23 058-266-8111 20分 ビジネスホテル

長良川スポーツプラザ 岐阜市長良福光7 058-295-6300 30分 合宿所

犬山館 犬山市犬山大門先50-1 0568-61-2309 30分 合宿プラン有り

すいとぴあ江南 江南市草井町西200番地 0587-53-5555 15分 合宿所

大会会場の一宮市総合体育館へ15分～30分の合宿所、ビジネスホテル、旅館の一部になります。

上記は宿探しのお役立てになればと思い掲載したもので、私たちが提携している宿ではありませんので、予めご了承ください。



キュージースポーツ
【キュージースポーツ】2001年7月に設立

  質の良いサポートを提供すること目指し、11人制サッカー大会を社会人、

  大学生を中心に開催。飛騨市古川町では11人制サッカー遠征大会も開催。

  現在、愛知県一宮市内にてフットサル施設、フットサルクラブを運営。

【一宮フットサルパーク】2004年2月オープン

キュージースポーツが運営するフットサル場1号店。30m×19mコート2面。

トップチーム(社会人男子)、ベルーガ(社会人女子)練習会場。

【木曽川フットサル工場】2010年12月オープン

キュージースポーツが運営するフットサル場2号店。30m×17mコート1面、

15m×25mコート1面の屋内フットサル場。一宮市総合体育館より車で10分の

距離に位置します。ユニアオフットサルスクールの会場です。

【Futsal Clube UNIAO(フットサルクルービーユニアオ)】

社会人Aチーム／東海リーグ2部

社会人Bチーム／愛知県オープンリーグ

社会人女子Aチーム／日本女子フットサルリーグ、東海女子リーグ

社会人女子Bチーム／愛知県女子リーグ

育成チーム／U-18、U-15、U-12、U-10、U-8

スクール／中学生、小学生、幼児



【Futsal Clube UNIAO(フットサルクルービーユニアオ) 
tel:0586-64-9339      mail:uniao-fs@qg-sport.com

mailto:uniao-fs@qg-sport.com

