東日本大震災復興支援

第１９回
国際交流サッカー大会Ｕー１２
前橋市長杯

◆

平成２７年

◆

大会要項

◆

◆

９月１９日（土）２０日（日）２１日（月・祝日）

大会について
１

趣旨・目的
私たちは本大会を通じて「元気」をメッセージに東日本大震災の地へ「元
気」のメッセージでさらなる発展の力添えができればと思います。海外より
参加のチームにはスポーツを通じて「友好の輪と絆」を深めていけるよう、
サッカー大会・市長表敬訪問・ホームステイ・小学校訪問・企業訪問・座禅
など様々なプログラムにより日本文化を知ってもらい、世界の皆が幸福で平
和となっていくことも願い本大会を開
催いたします。

２

名称
東日本大震災復興支援

３

第 19 回国際交流サッカー大会 U-12 前橋市長杯

主催
国際交流サッカー大会 U-12 前橋市長杯実行委員会

４

共催
前橋市

５

在日本朝鮮群馬県青年商工会

前橋市サッカー協会

後援
前橋市教育委員会

前橋市国際交流協会

毎日新聞社前橋支局
（株）エフエム群馬

朝日新聞前橋総局

読売新聞前橋支局

（株）レッカ社

上毛新聞社

群馬テレビ（株）

（株）まえばしＣＩＴＹエフエム

前橋スポーツコミッション
６

協賛
（公社）前橋青年会議所

７

支援各社

協力
県立前橋商業高等学校サッカー部

８

各団体
（株）図南クラブ

開催日時
平成 27 年 9 月 19 日(土)
開会式：午前 8 時 45 分※全チーム出席 前橋市大胡総合運動公園
試合開始：午前 10 時 00 分
平成 27 年 9 月 20 日(日）
試合開始：午前 9 時 30 分
平成 27 年 9 月 21 日(月）
試合開始：午前 9 時 00 分
閉会・表彰式：午後 3 時 30 分※全チーム出席予定
前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場

９

会場
前橋市総合運動公園陸上競技・ｻｯｶｰ場（天然芝）
（〒379-2107 前橋市荒口町 437-2

☎027-268-1911）

前橋市宮城総合運動場（天然芝）
（〒371-0244 前橋市鼻毛石町 2270-1

☎027-283-8735）

前橋市下増田多目的運動広場（天然芝）
（379-2113 前橋市下増田町 490

☎設置なし）

前橋市石関公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ（天然芝）
（〒371-0006 前橋市石関町 137-1

☎設置なし）

前橋市大胡総合運動公園（人口芝）
（〒371-0231 前橋市堀越町 473-4

☎027-230-4055）

前橋市富士見総合グラウンド（天然芝）
（〒371-0102 前橋市富士見皆沢 315-1

☎027-288-6338）

前橋市工科大学グラウンド（天然芝）
（〒371-0816 前橋市上佐鳥町 460-7
10

☎027-265-0900）

参加チーム
FTS Australia（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｽﾎﾟｰﾂｽｸｰﾙ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）、
ﾚｶﾞｼィｻｯｶｰｱｶﾃﾞﾐｰ（ﾏﾚｰｼｱ）、ｱｯｻﾑｼｮﾝｶﾚｯｼﾞﾄﾝﾌﾞﾘ-（ﾀｲ王国）、
在日本朝鮮選抜、ｾｯﾋﾟｮﾙ FC、函館 TC、福島ｱｽﾄﾛﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、ﾋﾞｱﾝｺｰﾈ福島 SC
FC 栃木、ｳﾞｪﾙﾌｪたかはら那須 SC、FC VALON、KⅡSC、水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ EIKO、
ﾊﾞﾃﾞｨｰ SC 千葉、JACPA 東京 FC、NPO 法人杉並ｱﾔｯｸｽ SC、FC 杉野学園、
FRIENDLY-SC、ﾚｼﾞｽﾀ FC、ﾈｵｽ FC、FC ｱﾋﾞﾘｽﾀ、1FC 川越水上公園、
長鶴ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団、横浜 F・MP 追浜、川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ、ﾊﾞﾃﾞｨｰ SC、FC ｺﾗｿﾝ、
CF-YOKOHAMA、長野東信ﾄﾚｾﾝ、上田ｼﾞｪﾝｼｬﾝ FC、松本山雅 FC、ﾌｫﾙﾄｩﾅ南ｱﾙﾌﾟｽ SC、
VF 甲府 U-12、FC ﾗｰｺﾞ河口湖、名古屋 FC EAST、豊田 AFCU12、ｽｸｴｱ冨山 FC、
ｱｲﾘｽ FC 住吉、門真沖 FC、大阪市ｼﾞｭﾈｯｽ FC、RIPACE SC、岩田 FC、
FC 富士見、ｻﾞｽﾊﾟｸｻﾂ群馬、tonan 前橋、前橋選抜

11

参加資格
国内；2003 年 4 月 2 日以降出生者で JFA 登録していること。
国外；2002 年 7 月 1 日以降出生者まで認める。

12

参加必須条件
参加者全員スポーツ傷害保険に加入していること。
海外参加チームについては旅行傷害保険に加入していること。

13

選手の登録
1）別紙メンバー表に記入して申し込む。怪我などで選手が入れ替わることも
含めて、参加予定者の氏名を記入する。個人賞表彰があるので大会期間中
は背番号・氏名を固定のこと

14

試合方法
1 日目・・・1 次ラウンド（４ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ３試合）
2 日目・・・2 次ラウンド（４ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ３試合）
3 日目・・・順位決定ラウンド（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦２試合）

15

競技規則
1）２０１５～２０１６年ＦＩＦＡ競技規則に則る
2）８人制で行う。交代は交代ゾーンから随時行うことができる
再出場可能
3）コートサイズは６８ｍ×５０ｍ以内とする
4）コートのラインにマーカーを使用する会場もある
5）ゴールは少年用、ボールは４号球を使用する
6）本大会期間中で退場を命じられた選手は、次の 1 試合に出場できない
7）本大会期間中に警告を 2 回受けた選手は、次の 1 試合に出場できない
8）試合中に悪天候による中止の場合、その時点でのｽｺｱによって勝敗を決す
る。同点の場合はチームから代表 5 名による「ｼﾞｬﾝｹﾝ」で勝敗を決定する

16

試合時間・上位進出決定方法
1）1 次ラウンド（20 分ﾊｰﾌ）、2 次ラウンド（20 分ﾊｰﾌ）、順位決定ラウンド
（20 分ﾊｰﾌ）で行う。但し悪天候等により試合時間が変更することもある。
2）1 次・2 次ラウンドにおいて同点、同順位、同戦績の場合は両者立会のも
と抽選を行い上位進出チームを決定する。
3）準決勝・３位決定戦・決勝戦（20 分ﾊｰﾌ）において決しない場合は延長戦
（5 分ﾊｰﾌ）尚も決しない場合はＰＫ合戦（5 人）を行い順位を決定する。

17

試合組み合わせ
対戦組合せは大会実行委員会にて行う。

18

審判
1 人制で行う。派遣審判員（ﾕｰｽ審判員含む）が担当する。
但し、３日目の 37 位～48 位までの決定戦審判は参加チーム当該で前後半を
交代で主審を担当して頂きます。ご協力お願いします。

19

表彰
【団体】 優勝、準優勝、第３位、敢闘賞
【個人】 最優秀選手賞
【特別】 なでしこ選手賞、ベストゴールキーパー賞、得点王

20

大会参加費
２０，０００円（大会運営費・参加賞・東日本大震災復興支援義捐金）

21

フレンドリーマッチ
各会場の指定された時間内で行う

【大会事務局】
〒379-2166 群馬県前橋市野中町 447－1
Tel 027‐261-0565
Mobile

090-5397-5920

担当

大澤勇人

Fax027-261-0566
E-MAIL

hayato@tonan-sc.com

