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第2７回

８都県少女サッカー大会 白子大会

2014年11月15日
監督会議用資料

確認事項

●開・閉会式（受付）: 予選リーグを行う会場に参集してください。
予選Ａ，Ｂグループ： 第1会場・開催本部：カネイ総合グラウンド
予選Ｃ，Ｄグループ： 第2会場：白子町民サッカー場
主管関係集合：７：３０～
受付開始時間：８：００～ 各会場-受付時、注文のプログラム、監督証をお渡しします。
監督会議

：８：３０～(代表者１名のみ) 各会場単位、会場本部で行います

＊第一試合メンバー表提出＝９：３０
試合開始

：１０：００～

第1日目(11/15)-予選リーグ終了後、17：00にクラブ代表者1名：懇親会の開催されるカネイホテルに集合
予選リーグの結果報告、第2日目(11/16)-の決勝トーナメントの説明を行う。（スタッフも各コート全員）
閉会式（11/16）：全試合終了後
第1会場：カネイコートで決勝戦結果報告、順位発表後、優勝、準優勝、３位 表彰式で解散終了。
第2会場：白子町民サッカー場 決勝戦結果報告、順位発表後解散終了。
●実施要項の確認事項 （この確認事項を熟読・徹底してください）
＊

参加資格
（１）チーム：2014年(公財)日本サッカー協会・各都県協会の登録区分「４種」または「女子」
に登録されたチームであること。
また、大会参加に関する注意事項の厳守を必須とする。
（２）

選

手：(公財)日本サッカー協会・各都県サッカー協会の登録区分「４種」

または「女子」に登録している12歳以下の女子小学生であること。
(３）外国選手 ：特に規定無し
（４）選手証：試合会場に登録選手証（写真貼付）を持参すること。
持参しない選手は出場できない。
（５）

参加資格に違反する不正行為などがあった場合は、当該チームの出場を停止する

（６）

参加選手は、各自スポーツ傷害保険に加入済みのこと

＊チーム編成
（１） 参加登録選手数は、1チーム１６人以内とする。
（２） エントリー内容の追加・変更は

10/31までに変更手続き後は

認めない。

（３） 上記（参加資格）、および（チーム編成）に違反する不正行為などがあった場合は、
当該チームの記録を抹消し、出場を停止する。
＊ 競技方法
（１）８人制ｻｯｶｰとし予選はリーグ戦、決勝はトーナメント戦とする。
予選グループの1位同志、同

2・3・4位同志で決勝トーナメントを行い 優勝から16位まで

決定する。
（２） 試合時間は予選Ｒ：３０分、決勝Ｔ：４０分とし、ハーフタイムのインターバルは前半終了後
１

る

５分とする。
（３）リーグ戦の勝ち点は、勝ち３点、引き分け１点、負け ０点とする。
（４）リーグ戦の順位は、勝ち点、得失点差、総得点、当該対戦成績、３人によるＰＫ戦で決定する。
＊決勝Ｔ進出決定戦の２試合＝同点の場合、３人によるＰＫ戦で決定する。
（５）

不戦勝の場合は、５－０とする。

（６）

規定時間内に勝敗が決しないときは、３位決定戦ＰＫ、決勝戦は１０分間の延長戦を行う。

（決勝がトーナメントの時）

これでも決しないときは、３人によるＰＫによって決定する。

＊競技規則
（1）

公益財団法人日本サッカー協会制定の「ＪＦＡ8人制サッカー競技規則（2012/3/27改定）」
によるが、本大会の規定として以下（2）～（10）を定める。

（2）

試合球は4号検定ボールとし、主管担当が用意する。

（3）

競技者の数が６人に満たない場合は、競技を不成立とする。

（4）キックオフから直接相手ゴールに入った場合は得点を認めず、相手にゴールキックが与えられる。
(5) グランドの大きさ
ア：グランドの大きさ：縦６0ｍ、横４0ｍを基本とし、会場によってはこれに準じた大きさとする。
イ：ペナルティーエリア：ｺﾞｰﾙﾗｲﾝ上､ｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ外側へ１２ｍ､その地点からｺﾞｰﾙﾗｲﾝに直角１２ｍ
ウ：ゴールエリア：ゴールライン上､ゴールポスト外側に４ｍ､その地点からゴールラインに直角４ｍ
エ：その他：センターサークル７ｍ、ペナルティーマーク８ｍ、ゴールの内のり縦 2,15ｍ

横５ｍ

コート上に交代ゾーンを設ける.
(6）選手の交代は、試合開始前にメンバー表の提出を持って最大 8名までの交代要員の氏名を審判に
通告しておき、ＧＫ以外はインプレー中、アウトｵﾌﾞプレーを問わず主審の許可なく交代できる。
なお、交代して退いた選手が交代要員として、再び出場できる。選手交代カードは使用しない。
退場選手がコート外に出る事を確認後交代選手はコート内に入る。
ただし、交代回数に制限はないが、試合進行上の遅延行為にならないように配慮する事。
（7）

本大会中、警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。

（8）

本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、それ以降の処置については

8都県少女サッカー協議会の規律フェアプレー委員会で決定する。
（9） 本大会における試合は、1人の主審と 1人の補助審判（必須）によって運営される。
予選及び決勝は帯同審判にて行う為、必ず審判資格者を1名帯同させること。
初回審判時、審判証（写真貼付）を提示し、審判名簿に審判証Ｎｏ，氏名を登録する事。
審判カードは本部に用意する｡試合終了後、試合毎の審判報告書に得点結果を記入署名願います。
（10）

ベンチに入る事ができる要員は、メンバーで届けられた選手、コーチングスタッフ 3名、
及び救護要員1名とする

（11）

ユニフォーム

：

① 本大会においてユニフォームの登録を行う 。
正の他に副としてシャツ、パンツ、ストッキングのいずれも 正と異なる色のものを用意する。
② 番号は正確にし、選手固有の番号を必ず着用のこと
③ 記録をより正確にするためにも背番号と同じ番号を１０ｃｍの大きさで胸中央部とパンツ片側に
つけることが望ましい
２

④ 参加申込後の変更は認めない、また、背番号の変更も認めない。
⑤ ユニフォームの広告を認める、但し（公財）日本サッカー協会の「ユニ フォーム規定」を厳守.
⑥

ビブスの使用は認めない

＊傷

害

：大会会場での傷病、怪我などは、当該チームでの処置と責任とする。
【主催者側は、あくまでも応急処置の協力しか出来ません】

＊天候による処置について
（１）

試合停止・中止・開始に関する決定は、当該試合の審判員の判断によるものとする。
ただし、これについて大会本部が

助言できるものとする。

（２）試合中の飲水は、選手の健康状態を考慮し､審判員の判断を持って必要に応じて飲水タイムを取る。
（３）

雷対策の処置は次の通りとする。

①

試合開始前から雷鳴が聞こえ落雷の恐れがあると判断した場合は、試合開始を停止し、試合開始
予定時間から20分を超え継続している場合、当該試合は不戦試合とし、スコアは 0対0の引き分けと
する。試合開始予定時間から15分以内に試合開始可能と判断出来た場合は、規定時間での試合を開
始する。この場合、以降の試合はそれぞれ遅れて試合開始される。

②

試合開始後に雷鳴が聞こえ落雷の恐れがあると判断した場合は、即刻試合は中断する。
この中断が１５分以上続いた場合は、試合は中止され試合の結果処理は下記の通りとする。
1)

試合の中止が、試合前半の終了後であれば、試合が中止された時点での勝敗とスコアをその試
合の結果とする。

2)

試合の中止が、試合の前半の終了前であれば、その試合は不戦試合としスコアは 0対0の引き分
けとする。

＊

表彰

：第２７回8都県少女サッカー大会要項に記載に準ずる

■ 本大会の競技・運営に関する確認事項
１. 対戦者のユニフォームの色について
(1) 対戦チーム間のユニフォームの色確認を、審判員（又は本部）立ち会いのもと、試合開始30分前に、大会本部
にて行います。当該チームはＧＫユニフォームも含め、正・副両方のユニフォームを持参すること。
（予選については、事前に対戦チームで調整をお願いします）
(2) 審判員（又は本部）が判別しづらいと判断した場合は、両チーム立会いのもと、主審が両チームの正・副ユニ
フォームのうちから、シャツ・ショーツおよびストッキングのそれぞれについて、判別しやすい組合せを決定
する。
２. 競技者の集合と用具の確認
(1) 競技者はキックオフの10分前に「選手証」を各自持ってピッチ本部前に集合し、審判員（又は本部）よりメン
バーチェック（選手証）及び用具の点検を受ける。予選時は、初戦のみ選手証確認を実施。決勝トーナメント
は、都度試合前に確認を受けることとする。
遅れた場合は棄権扱いを含め、大会本部の判断に任せていただきます。
(2) 競技者の用具類（靴やすね当てなど）が適切に身につけられていないと審判が判断した場合は、その対象物が
適切に身につくまで、その競技者は試合に参加することを認めない。
(3) 装身具（ヘアピン・ネックレス・ピアス・指輪・付け爪・ミサンガ等）は身につけないこと。
テープで覆うことも認めない。指の爪も事前に切っておくこと。なお、メガネはスポーツメガネのみ着用を認
３

める。
３. ベンチサイドの割当、及び 入場要員について
(1) ベンチ割当は補助審判席からピッチに向かって、左側・右側ベンチに記載されたチームとする。
（2）ベンチに入ることができる要員は,メンバー提出用紙で届けられた選手及びコーチングスタッフ３名迄に限る。
なお、必要により救護、治療をする者１名を追加できる（ベンチ外で待機）。
(3)ベンチでの服装は、両チームのユニフォームの色と異なる物（ビブスなど）を着用すること。
４. 試合中のコーチング
(1) 監督またはコーチの１名に限ってベンチでの指示が許される。ベンチ以外での指示は認めない。
５. メンバー提出・選手交代および交代要員のウォーミングアップについて
(1) 試合毎のメンバー提出は、大会本部にて準備した「メンバー提出用紙」に必要事項を記入し、試合開始30分前
までに、３枚（本部用、試合会場用、対戦相手用）を競技本部へ提出する。
(2) 選手交代は、ＧＫ以外はインプレー中、アウトｵﾌﾞプレーを問わず主審の許可なく交代できる。
なお、交代して退いた選手が交代要員として、再び出場できる。
選手交代カードは使用しない。ただし、交代回数に制限はないが、試合進行上の遅延行為にならな
いように配慮する事。
(3) 交代によって退く競技者が近くの境界線からフィールドの外に出た後交代選手はフィールドに入れる。
(4) 交代要員のウォーミングアップは、ベンチの後方で、フィールド上の競技者と異なる色の服装でボールを使用
しないで行う。
６. 競技者の試合中の飲水
飲水は、ボールがアウトオブプレー中に、タッチライン上とゴールライン上においてのみ認められる。なお、
飲み水は、制限なしとし、容器は軟らかいものとする。
給水タイムを用いる場合は、審判の判断で行う
７. 競技者が負傷した場合
競技者が負傷して主審が競技を停止した場合、主審の承認を得てからチームの救護、治療をする者がフィール
ドに入ることができる。
その救護、治療をする者は、負傷の程度を判断することと、負傷者のフィールドからの搬出を手配することだ
けにフィールドに入るので、フィールド内での治療は原則として認められない。
８. ＰＫ戦および延長戦について
(1) ＰＫ戦の場合、競技者は監督の指示を受けるため、あるいは飲水するため１分間程度、自分のベンチ前へ行く
ことができるが、フィールドの外へ出ることは認められない。
１. ＰＫ戦で競技時間に遅れが生じた場合、原則としてＰＫ戦終了の10分後に次の試合を開始する。
（2）ＧＫを変える場合、ＧＫユニホームの着用と選手固有の番号と合致しているものとする。
＊PK方式＝３名によるPKとする。
９. ピッチ内での練習
第１試合のチームはキックオフの25分前から５分間、第２試合以降のチームは、前試合のハーフタイムのイン
ターバルを活用しピッチ半面を使って行うこととする。

４

１０．ピッチ外での練習
各チームは受付完了後に大会本部の了解を基に指定されたエリアでアップを開始してください。なお、試合の順
番に応じて秩序ある練習のご協力をお願いします。
■ その他の確認事項
１. 大会参加チームの受付

会場、グラウンドに着いたら、各会場の競技本部にて受付をして下さい。

２. チームの応援について
(1) チーム関係者の観戦・応援、及び写真撮影は応援エリアでお願いします。
(2) 横断幕等を掲示する場合は、ゴール裏を除く、スタンド或いはフェンスにひもで結んで下さい。テープ等粘着
性のあるものは使用不可です。
３. 盗難・保安への配慮について

盗難、保安等に十分注意して下さい。

４. トイレの利用について
利用する場合は、記載された注意事項を守ってください。また、マナー良く利用して下さい。
５. 競技場内の禁止行為について
(1) 競技場では、指定された場所以外での喫煙は禁止します。
(2) 会場付近での喫煙、飲食については、マナーを守ってお願いします。
チーム応援の方にも徹底をお願いします。
(3) 会場内には危険物の持ち込みはできません。また、紙ふぶき等の使用も禁止します。
６. ゴミの処理について
ゴミはチームにて持ち帰りをお願いします。チーム応援の方にも徹底をお願いします。
７. 会場の設営・撤収について
予選会場は、設営・撤収すべて主管対応で行います。監督会議に間に合うようにお越しください。
ご案内の通りの設営場所、アップスペース、応援エリア等の遵守にご協力下さい。
８. 駐車場の利用について
駐車場は、決められたスペースでの駐車にご協力願います。くれぐれも周辺での違法駐車はお控え下さい。
初日：駐車場入場は7：30から可能とします。
大型バス等で参加の場合、事前に主管までに必ず連絡願います。スペースを別途確保いたします。連絡なき場
合は最悪駐車困難な場合がございますので、ご注意下さい。
駐車台数には限度があります。(カネイ：60台、白子町サッカー場：30台）会場駐車には駐車票を発行します。
第１会場-カネイ会場：１チーム５台に制限します。
第2会場-白子町Ｓ場：１チーム５台 (グランド斜向かいコメリとなりのスーパーフードプラザハヤシに駐車ス
ペースがない場合やマイクロ、大型車は駐車願います。)

コート現場には乗り合わせで極力最小台数でお願

いします。
９. 雨天時の連絡について
多少の雨では決行します。中止の場合は、大会本部より各チーム連絡登録者に連絡を取り合って確認すること
とします
５

１０.緊急時の連絡先
大会本部 ℡０９０－１０５０－０９８６（山口/女子普及部）
０９０－１１１７－２３７９（柿沼/女子普及部）
◆特記事項
①グラウンド設備機器・建物を破損させた場合は、理由は問わず当該チームでの修理、弁済とさせていただきます。
②開催実施要項並びに上記記載なきことは、実施要項に準ずるものとする。
明記なき事柄については、監督会議で協議並びに開催本部に一任とする。
以上

６

