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平塚市サッカー協会

少年委員会　運営部会

1. 名　　称 2018年度　神奈川県8人制少年サッカー大会平塚代表選考会

2. 主　　催 平塚市サッカー協会

3. 主　　管 平塚市サッカー協会少年委員会

4. 後　　援 平塚市、平塚市教育委員会

5. 日　　程 2018年 6月30日(土)、7月7日(土)、14日(土)、15日(日)　　　予備日；16日(月・祝)

6. 会　　場 大神J1～J3

7. 参加費 １,５００円／チーム

8. 参加資格 (1)2018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、５年生以下で構成されていること。

(3)2チームエントリー可能なチームは次の条件を満たし、事前にエントリー表を提出すること。

　　①1チームに5年生が10名登録できること。

　　②チームの指導者は重複していないこと。

(4)本大会の出場について保護者が承認済みであること。

9. 競技規則 平塚市サッカー協会少年委員会の「8人制サッカー競技規則」による。

10. 競技方法 参加チームを複数ブロックに分け、1次・2次予選リーグ後、代表決定戦を行う。

(1)1次予選リーグ；4チーム1ブロック、3チーム6ブロックとする。

①同点引き分けの場合は、3人によるPK戦を実施し勝敗を決定する。

　3人で同点の場合は4人目以降サドンデスとする。

②各ブロック1位および4チームブロック2位のチームが2次予選リーグへ進出する。

③順位決定； 勝点、得失点差、直接対決、総得点、抽選の順にて決定する。

④勝点； 勝ち=4点・引き分けPK勝ち=2点・引き分けPK負け=1点・負け=0点

(2)2次予選リーグ；4チーム2ブロックとし、夫々の1位が代表決定戦へ進出する。

順位決定は、1次予選リーグ①③④項と同一とする。

(3)代表決定戦

同点引き分けの場合は、3人によるPK戦を実施し勝敗を決定する。

　3人で同点の場合は4人目以降サドンデスとする。

(4)試合時間

　予選リーグ、決勝トーナメント、代表決定戦の全てを30分（15-5-15）とする。

　但し、代表決定戦のみ10分間（5-5）延長する。

※試合の前後半1回ずつ、夫々の半分の時間が経過した頃にクーリングブレイクを設定する。

11. 運営 (1)会場設営の集合時間および集合場所；　第一試合開始１時間前に管理棟下

(2)鍵、バインダ当番は、各チーム配布の鍵で管理棟倉庫出入口の鍵を開錠及び施錠する。

(3)下表の当番チームは、会場の設営に必要な備品を搬出し、返却する。

【凡例】・丸数字；試合順の数字　・本；本部　・運；運営部会　・審；審判部会

該当チーム

鍵･ﾊﾞｲﾝﾀﾞ 会場 使用前 会場 使用後 鍵･ﾊﾞｲﾝﾀﾞ

借用 作り 備品ﾁｪｯｸ 午前 午後 片付け 備品ﾁｪｯｸ 返却

クリエイトクリエイトクリエイトクリエイト 運審①～③ 運審④～⑥ 崇善崇善崇善崇善

港港港港 松延松延松延松延

旭旭旭旭 運審①～③ 運審④～⑥ 神田神田神田神田

アルファアルファアルファアルファBBBB ｼﾞｭﾆｵｰﾙｼﾞｭﾆｵｰﾙｼﾞｭﾆｵｰﾙｼﾞｭﾆｵｰﾙBBBB

Ｂ1Ｂ1Ｂ1Ｂ1位位位位 運審①～③ 運審④～⑥ Ｃ1Ｃ1Ｃ1Ｃ1位位位位

ＥＥＥＥ１１１１位位位位 ＦＦＦＦ１１１１位位位位

12. 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)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。

(3)表彰式は実施せず、県大会への出場推薦をもって表彰とする。

13. 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

執行部・運営部・審判部

クリエイトクリエイトクリエイトクリエイト

ｼﾞｭﾆｵｰﾙｼﾞｭﾆｵｰﾙｼﾞｭﾆｵｰﾙｼﾞｭﾆｵｰﾙAAAA

ＥＥＥＥ１１１１位位位位

執行部

本⑥

本⑥

本② 執行部

①～③

各2名

①～③

各2名

勝ち残り

チーム

執行部7/15

アルファアルファアルファアルファAAAA

松原松原松原松原

Ａ1Ａ1Ａ1Ａ1位位位位

執行部大神J2

大神J3

日程

6/30

7/7

7/14

会場

大神J3

大神J1

大神J3

大神J1

2018年度 神奈川県8人制少年2018年度 神奈川県8人制少年2018年度 神奈川県8人制少年2018年度 神奈川県8人制少年サッカーサッカーサッカーサッカー大会大会大会大会

平塚代表選考会平塚代表選考会平塚代表選考会平塚代表選考会　　　　要項要項要項要項

本部担当

大神J1 ①～③

各2名

本⑥

1 ／ 1
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22222222 ◎2018◎2018◎2018◎2018年度 神奈川県8人制少年年度 神奈川県8人制少年年度 神奈川県8人制少年年度 神奈川県8人制少年サッカーサッカーサッカーサッカー大会平塚代表選考会大会平塚代表選考会大会平塚代表選考会大会平塚代表選考会　1　1　1　1次予選組合次予選組合次予選組合次予選組合せせせせ

※試合時間　；　30分（15-5-15） ※同点の場合 ； 3人によるPK戦を実施。3人で同点の場合は4人目以降サドンデス。 ※2次リーグ出場チームは各ブロックの1位とAブロック2位

※勝　　点 ； ○勝ち＝4点、△○引分けPK勝ち＝2点、△●引分けPK負け＝1点、、●負け＝0点

Aブロック 日程；6月30日(土) 会場；大神J1 審判割当

1 FCｱﾙﾌｧJr A 2 クリエイトSC 3 崇善FC 4 勝原少年SC 勝ち 分勝 分負 負け 勝点 得点 失点 得失差 順位 対　　　戦 主　審 副審(2名)

1 FCｱﾙﾌｧJr A ① ③ ⑤ ① 09:00 アルファA vs クリエイト 崇善 勝原

2 クリエイトSC ⑥ ④ ② 10:00 崇善 vs 勝原 アルファA クリエイト

3 崇善FC ② ③ 11:30 アルファA vs 崇善 クリエイト 勝原

4 勝原少年SC ④ 12:30 クリエイト vs 勝原 アルファA 崇善

⑤ 14:00 アルファA vs 勝原 クリエイト 崇善

⑥ 15:00 クリエイト vs 崇善 勝原 アルファA

Bブロック 日程；6月30日(土) 会場；大神J3 審判割当

5 八幡SC 6 港FC 7 花水FC 勝ち 分勝 分負 負け 勝点 得点 失点 得失差 順位 対　　　戦 主　審 副審(2名)

5 八幡SC ① ③ ① 09:00 八幡 vs 港 金目 金田

6 港FC ⑤ ② 10:00 金目 vs 金田 八幡 港

7 花水FC ③ 11:00 八幡 vs 花水 松延 金目

Cブロック 日程；6月30日(土) 会場；大神J3 ④ 12:00 金目 vs 松延 花水 八幡

8 FC金目 9 金田KS 10 松延少年SC 勝ち 分勝 分負 負け 勝点 得点 失点 得失差 順位 ⑤ 13:00 港 vs 花水 金田 松延

8 FC金目 ② ④ ⑥ 14:00 金田 vs 松延 港 花水

9 金田KS ⑥

10 松延少年SC

Dブロック 日程；7月7日(土) 会場；大神J1 審判割当

11 松原FC 12 平塚旭SC 13 真土ｲﾚﾌﾞﾝｽﾞ 勝ち 分勝 分負 負け 勝点 得点 失点 得失差 順位 対　　　戦 主　審 副審(2名)

11 松原FC ③ ⑥ ① 09:00 松原 vs 旭 横内 豊田

12 平塚旭SC ⑨ ② 10:00 横内 vs 豊田 松原 旭

13 真土ｲﾚﾌﾞﾝｽﾞ ③ 11:00 松原 vs 真土 神田 横内

Eブロック 日程；7月7日(土) 会場；大神J1 ④ 12:00 横内 vs 神田 真土 松原

14 横内FS 15 豊田少年少女SC 16 神田FC平塚 勝ち 分勝 分負 負け 勝点 得点 失点 得失差 順位 ⑤ 13:00 旭 vs 真土 豊田 神田

14 横内FS ① ④ ⑥ 14:00 豊田 vs 神田 旭 真土

15 豊田少年少女SC ⑦

16 神田FC平塚

Fブロック 日程；7月7日(土) 会場；大神J3 審判割当

17 大野FC平塚 18 FCｱﾙﾌｧJr B 19 湘南ｼｰﾎｰｽFC 勝ち 分勝 分負 負け 勝点 得点 失点 得失差 順位 対　　　戦 主　審 副審(2名)

17 大野FC平塚 ② ⑤ ① 09:00 大野 vs アルファB 大原 ｼﾞｭﾆｵｰﾙA

18 FCｱﾙﾌｧJr B ⑧ ② 10:00 大原 vs ｼﾞｭﾆｵｰﾙA 大野 アルファB

19 湘南ｼｰﾎｰｽFC ③ 11:00 大野 vs シーホース ｼﾞｭﾆｵｰﾙB 大原

Gブロック 日程；7月7日(土) 会場；大神J3 ④ 12:00 大原 vs ｼﾞｭﾆｵｰﾙB シーホース 大野

20 大原FC 21 SFCｼﾞｭﾆｵｰﾙ A 22 SFCｼﾞｭﾆｵｰﾙ B 勝ち 分勝 分負 負け 勝点 得点 失点 得失差 順位 ⑤ 13:00 アルファB vs シーホース ｼﾞｭﾆｵｰﾙA ｼﾞｭﾆｵｰﾙB

20 大原FC ③ ⑥ ⑥ 14:00 ｼﾞｭﾆｵｰﾙA vs ｼﾞｭﾆｵｰﾙB アルファB シーホース

21 SFCｼﾞｭﾆｵｰﾙ A ⑨

22 SFCｼﾞｭﾆｵｰﾙ B

＊＊＊

＊＊＊

本　部

本　部

AM

AM

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

試合開始

試合開始

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

審判部会

運営部会

PM

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

試合開始

＊＊＊

＊＊＊

試合開始

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

審判部会

運営部会

PM
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