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1. 名    称 第38回平塚市少年サッカー選手権大会

2. 主    催 平塚市サッカー協会、平塚市教育委員会

3. 主    管 平塚市サッカー協会少年委員会

4. 後    援 平塚市、平塚北ロータリークラブ

5. 参加費 5,000円／チーム

6. 日    程 (1)開会式　；なし

(2)試   合　；2017年 11月5日(日)

11月11日(土) 【注】参観日＝アルファ、崇善、松延

11月12日(日) 【注】参観日＝シーホース、FA中央大会

19日(日)、23(木・祝)【注】FA中央大会

11月25日(土) 【注】参観日＝旭、神田、豊田、港

11月26日(日)

12月2日(土)

12月3日(日)

7. 会    場 大神Ｊ１～Ｊ３

8. 参加資格 (1)2017年度、平塚市サッカー協会に登録したチーム及び選手であること。

(2)選手は、高学年Ⅰ・Ⅱ部が6年生以下、低学年が4年生以下であること。

(3)2チームエントリーする場合は次の条件を満たし、事前に別紙「エントリー表」を提出すること。

　　①1チームにつき、 高学年Ⅰ部は6年生が10名以上、

高学年Ⅱ部は高学年Ⅰ部に登録した以外の6・5年生が10名以上、

低学年の部は4年生が10名以上、

　それぞれ登録できること。

　　②チームの指導者は重複していないこと。

(4)高Ⅰ・高Ⅱ・低学年の部の参加で、4年生以下の選手が高Ⅰまたは高Ⅱへ出場するチームは、

　別紙「エントリー表」を提出すること。

　その選手の変更届けは、大会初日の第一試合開始20分前までに本部へ提出すること。

但し、 ①登録済み選手のエントリー表への記載もれは「エントリー変更届け」を用い

　随時追加できることとする。

②途中入部選手は、協会追加登録用紙「書式3」にて登録し、協会受理後

　出場できることとする。

(4)本大会の出場について、保護者が承認済であること。

9. 競技規則 日本サッカー協会制定の「8人制サッカー競技規則」に準ずる。

(1)試合開始時8名に満たない場合はチームとして認めず不戦敗とする。

(2)メンバー表は、原則として試合開始20分前までに同一のものを本部並びに

　　相手チームへ提出のこと。メンバー表には交代要員を登録する。

(3)選手交代は交替エリアから実施し、人数の制限なく再入場可とする。

　①FP同士交代は、主審に告げることなくインプレー中でも交代できる。

　②GKの交代は、主審の許可を得て交代することができる。

(4)一試合で2度の警告(累積なし)を受けた選手は退場とし、次の一試合に出場できない。

(5)即時退場を命じられた選手は、次の一試合に出場できない。

　　それ以降の処置については規律委員会で決定する。

(6)選手が退場を命じられたチームは、別の選手を補充できる。

(7)ベンチ内には、監督1名・コーチ2名以内とし選手の制限はなしとする。

(8)コートの大きさは　48m×68m（ｺﾞｰﾙﾗｲﾝ × ﾀｯﾁﾗｲﾝ）とする。

　　交代エリアは、ベンチ側ハーフウェイライン左右3mの位置に引く。

(9)試合球は４号縫いボールとし、少年委員会で準備する。

(10)ユニホームは同一のものを着用し2色用意すること。

　（判定がつきにくい場合は、対戦の左側チームを優先し、右側チームが変更すること）

(11)選手は試合開始10分前に本部に集合し、メンバーチェックの後、コートへ直行する。

10. 競技方法 (1)トーナメント方式により、優勝以下4位までを決定し表彰する。

      【表彰】 ・優   勝 賞状、優勝旗(持ち回り)、優勝Cup(持ち回り)、メダル

・準優勝 賞状、メダル

・3    位 賞状、メダル

・4    位 賞状、メダル

・優秀選手賞 メダル(1個)／チーム

(2)試合時間は30分（15-5-15）とする。

(3)勝敗が決しない場合は、3人によるPKにより次回戦進出チームを決定する。

　但し、決勝戦のみ10分間延長する。なお同点の場合は、3人によるPKにて優勝チームを決定する。

(4)3位決定戦を行う。

11. その他 (1)原則として、小雨決行とする。（但し、台風・雷等の天災時は中止する場合がある）

(2)鍵当番、会場準備と片付け等細部については別紙「運営について」を参照のこと。

(3)試合中におけるケガについては、各チームの責任において対処すること。

12. 照会先 平塚市サッカー協会　少年委員会委員長　辻村　剛士

〒254-0902 平塚市徳延214-6

tel＆fax；0463-34-9839 携帯；090-5409-2665

以上
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1. 参加チーム

高学年Ⅰ部 ； 25チーム

高学年Ⅱ部 ； 12チーム

低学年の部 ； 25チーム

2. 日程

開会式 ； なし

試　合 ； 2017年 11月5日(日) ･･･高学年Ⅱ部1回戦

11月11日(土) ･･･低学年1･2回戦（No.8-13） 【注】参観日＝アルファ、崇善、松延

11月12日(日) ･･･低学年1･2回戦（No.1-3） 【注】参観日＝シーホース

･･･低学年1･2回戦（No.20-25）

11月19日(日) ･･･低学年1･2回戦（No.4-7、14-19） 【注】FA中央大会

雨天中止　⇒ 11月23(木･祝) ･･･高学年Ⅰ部（会場注意） 【注】FA中央大会

11月25日(土) ･･･高学年Ⅰ部；　1・2回戦 【注】参観日＝旭、神田、豊田、港

11月26日(日) ･･･高学年Ⅰ部；　1・2回戦

･･･高学年Ⅱ部、低　；　3回戦・準決勝

12月2日(土)12月2日(土)12月2日(土)12月2日(土) ････････････高学年高学年高学年高学年ⅠⅠⅠⅠ部部部部　；　3　；　3　；　3　；　3回戦回戦回戦回戦・・・・準決勝準決勝準決勝準決勝

12月3日(日)12月3日(日)12月3日(日)12月3日(日) ････････････高学年高学年高学年高学年ⅠⅠⅠⅠ部部部部　；　3　；　3　；　3　；　3回戦回戦回戦回戦・・・・準決勝準決勝準決勝準決勝

3. 会場

真土小真土小真土小真土小、、、、神田小神田小神田小神田小、、、、港小港小港小港小、、、、旭小旭小旭小旭小、、、、金目中金目中金目中金目中、、、、松延小松延小松延小松延小、、、、勝原小勝原小勝原小勝原小、、、、山下小山下小山下小山下小、、、、馬入人工芝馬入人工芝馬入人工芝馬入人工芝、、、、横内中横内中横内中横内中

4. 時間

試合時間 ； 30分（15-5-15）

試合開始 ； ①8:30  ②9:20 ③10:10 ④11:00 ⑤11:50 ⑥12:40 ⑦13:30 ⑧14:20 ⑨15:10

馬入人工芝　；　[1]10:00  [2]10:45  [3]11:30 11/3 山下小；　[Ⅰ]13:00　[Ⅱ]13:45　[Ⅲ]14:30

5. 運営について

(1)運営割当て ；各チームの協力により、本部の運営並びに会場を設営する。

該当ﾁｰﾑ

日程 会場 鍵･ﾊﾞｲﾝﾀﾞ 使用前 会場 本部担当 会場 使用後 鍵･ﾊﾞｲﾝﾀﾞ

持出し 備品ﾁｪｯｸ 作り 午前 午後 片付け 備品ﾁｪｯｸ 返却

11/5 真土小 真土イレブンズ - ①②各2名 運審①-④ - 本④ - 真土イレブンズ

11/11 神田小 神田FC - ⑥⑦各2名 - 運審⑥-⑨ 本⑨ - 神田FC

神田小 神田FC - ②④各2名 運審②④ - 本④ - 神田FC

港　小 港　FC - ⑥⑦各2名 - 運審⑥-⑨ 本⑨ - 港　FC

11/19 旭　小 旭　SC - ①②各2名 運審①-⑤ 運審⑤-⑦ 本⑦ - 旭　SC

松延小 松延SC - ①②各2名 運審①-⑤ 運審⑤-⑨ 本⑨ - 松延SC

金目中 FC金目 - ①②各2名 運審①-⑤ 運審⑤-⑧ 本⑧ - FC金目

11/25 松延小 松延ＳＣ - ①②各2名 運審①-④ 運審⑤-⑦ 本⑦ - 松延SC

金目中 FC金目 - ①②各2名 運審①-④ 運審⑤-⑦ 本⑦ - FC金目

横内中 横内FS - 各2名 運審①-③ - 本④ - 横内FS

勝原小 勝原SC - ②③各2名 勝原SC

山下小 FC山下 - FC山下 FC山下

12/212/212/212/2 馬入人工芝馬入人工芝馬入人工芝馬入人工芝 ---- ---- 各2名各2名各2名各2名 別途別途別途別途 別途別途別途別途 本[3]本[3]本[3]本[3] ---- ----

12/312/312/312/3 山下小山下小山下小山下小 名簿名簿名簿名簿；；；；執行部執行部執行部執行部 ---- [Ⅰ][Ⅰ][Ⅰ][Ⅰ]各1名各1名各1名各1名 別途別途別途別途 別途別途別途別途 本[本[本[本[Ⅲ]Ⅲ]Ⅲ]Ⅲ] ---- 名簿名簿名簿名簿；；；；執行部執行部執行部執行部

未定未定未定未定 未定未定未定未定

執行部執行部執行部執行部 施行部施行部施行部施行部 ②③②③②③②③各2名各2名各2名各2名 執行部執行部執行部執行部 ---- 全員全員全員全員 執行部執行部執行部執行部 執行部執行部執行部執行部

【凡例】 丸数字：試合順の数字、本；本部、運；運営部会、審；審判部会

(2)鍵、ﾊﾞｲﾝﾀﾞ当番 ；　；　；　；　各各各各チームのチームのチームのチームの小学校利用小学校利用小学校利用小学校利用のためのためのためのため、、、、当該当該当該当該チームのチームのチームのチームの指示指示指示指示にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。

(3)会場設営集合時間 ；　当日第一試合開始１時間前集合。

(4)会場設営集合場所 ；　；　；　；　各会場各会場各会場各会場

(5)会場後片付け ；　；　；　；　各各各各チームのチームのチームのチームの小学校利用小学校利用小学校利用小学校利用のためのためのためのため、、、、当該当該当該当該チームのチームのチームのチームの指示指示指示指示にににに従従従従うことうことうことうこと。。。。

6. 大会本部

(1)本部の役割 ①メンバー表のチェックと確認

②警告、退場のチェックと確認

③試合結果報告書への記録確認

④スムーズな試合進行の推進

(2)本部の時間割

AM ； ①からの時　8:15～12:00、②からの時　9:00～11:30

PM ； 11:15～最終試合終了まで

7. 閉会式

各学年毎に優勝以下、4位までを表彰する。

(1)日時    ； 各部門決勝戦終了後随時実施各部門決勝戦終了後随時実施各部門決勝戦終了後随時実施各部門決勝戦終了後随時実施

(2)会場    ； 未定未定未定未定

(3)対象    ； 各部門のベスト4進出チーム

(4)運営    ； 平塚市サッカー協会少年委員会

以上
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日付； 11月25日11月25日11月25日11月25日 本部　審判部会 AM； PM；

会場； 松延小松延小松延小松延小 　　　運営部会 AM； PM；

対　　　　戦 主　審 副　審 副　審

① 08:30 崇善ＦＣ vs WOF 大野ＦＣ 横内ＦＳ 横内ＦＳ

② 09:20 大野ＦＣ vs 横内ＦＳ 崇善ＦＣ WOF WOF

③ 10:10 ジュニオール vs ①の勝 八幡ＳＣ 真土イレブ 真土イレブ

④ 11:00 松延ＳＣ vs 松が丘ＦＫ ジュニオール ①の勝 ①の勝

⑤ 11:50 八幡ＳＣ vs 真土イレブ 松延ＳＣ 松が丘ＦＫ 松が丘ＦＫ

⑥ 12:40 ②の勝 vs 0 ⑤の勝 松原ＦＣ 松原ＦＣ

⑦ 13:30 ⑤の勝 vs 松原ＦＣ ②の勝 0 0

日付； 11月26日11月26日11月26日11月26日 本部　審判部会 AM； PM；

会場； 金目中金目中金目中金目中 　　　運営部会 AM； PM；

対　　　　戦 主　審 副　審 副　審

① 08:30 シーホース vs 神田ＦＣ 花水ＦＣ 岡崎ＳＣ 岡崎ＳＣ

② 09:20 花水ＦＣ vs 岡崎ＳＣ シーホース 神田ＦＣ 神田ＦＣ

③ 10:10 アルファ vs 勝原ＳＣ-B クリエイト 平塚旭ＳＣ 平塚旭ＳＣ

④ 11:00 ②の勝 vs ＦＣ金目 アルファ 勝原ＳＣ-B 勝原ＳＣ-B

⑤ 11:50 クリエイト vs 平塚旭ＳＣ ②の勝 ＦＣ金目 ＦＣ金目

⑥ 12:40 豊田ＳＣ vs ③の勝 ⑤の勝 港　ＦＣ 港　ＦＣ

⑦ 13:30 ⑤の勝 vs 港　ＦＣ 豊田ＳＣ ③の勝 ③の勝

日付； 11月26日11月26日11月26日11月26日 本部　審判部会 AM； PM；

会場； 横内中横内中横内中横内中 　　　運営部会 AM； PM；

対　　　　戦 主　審 副　審 副　審

② 09:20 大原ＦＣ vs 勝原ＳＣ-A ＦＣ山下 対戦チーム 対戦チーム

④ 11:00 ＦＣ山下 vs ②の勝 ②の負 対戦チーム 対戦チーム

日付； 12月2日12月2日12月2日12月2日 本部　審判部会 AM； PM；

会場； 馬入人工芝馬入人工芝馬入人工芝馬入人工芝 　　　運営部会 AM； PM；

対　　　　戦 主　審 副　審 副　審

金田ＫＳ 湘南シーホースFC 松延少年SC 対戦チーム 対戦チーム

金田ＫＳ 松延少年SC [1]負 対戦チーム 対戦チーム

日付； 12月3日12月3日12月3日12月3日 本部　審判部会 AM； PM；

会場； 山下小山下小山下小山下小 　　　運営部会 AM； PM；

勝原少年SC-A 松原FC 金田ＫＳ 対戦チーム 対戦チーム

金田ＫＳ 12/3山下[Ⅰ]勝 [Ⅰ]負 対戦チーム 対戦チーム

日付； 未定未定未定未定 本部　審判部会 AM； PM；

会場； 　　　運営部会 AM； PM；

SFCジュニオール FC金目・湘南・平塚 FCアルファJr 港　FC 港　FC

FCアルファJr 港　FC SFCジュニオール FC金目・湘南・平塚 FC金目・湘南・平塚

未定④勝 未定⑤勝 ④負 ⑤負 ⑤負

日付； 未定未定未定未定 本部　審判部会 AM；執行部 PM；　-

会場； 　　　運営部会 AM；　- PM；　-

対　　　　戦 主　審 副　審 副　審

12/2人工芝⑥負 12/2人工芝⑦負

12/2人工芝⑥勝 12/2人工芝⑦勝

審判部会

審判部会

審判部会

審判部会

審判部会

審判部会

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs
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[Ⅰ]

[Ⅲ]
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