ニプロハチ公ドーム杯フットサル大会

大会要項

１．大 会 名
第２１回ニプロハチ公ドーム杯フットサル大会
第１３回“Ｕ-８”６人制サッカー交流大会
２．開催目的
地域のフットサル・サッカーの普及振興に貢献する。
大館市への東北大会・全国大会誘致を目指す。
３．主

催
一般財団法人 大館市文教振興事業団
大館総合スポーツクラブ ブレイジングトルシーダ大館
４．後
援
大館市教育委員会、大館市体育協会、秋田県サッカー協会
秋田県フットサル連盟、秋田県県北地区サッカー協会、北鹿新聞社
大館ケーブルテレビ
５．協
賛
株式会社メモリーアート
６．会
場
ニプロハチ公ドーム（大館樹海ドーム）
７．開催日時
①小学生の部（Ｕ－１２の部）
平成３１年１月１２日（土）、１月１３日（日）
１２日 チーム受付開始
８：００（～１２：００）
開会式
９：００
※チーム全体による開会式参加は任意とします。
代表者会議（Ａ～Ｆ） 開会式終了後
代表者会議（Ｇ～Ｊ） １２：１５
予選リーグ開始 １０：１５
１３日 クラス別トーナメント開始
９：００
表彰式 １６：００
②小学生の部（Ｕ－１０の部）
平成３１年１月１３日（日）、１月１４日（月･祝）
１３日 チーム受付開始
９：００～１１：００
代表者会議
１１：３０
予選リーグ開始 １２：４０
予選リーグ終了後、クラス別トーナメント抽選
１４日

クラス別トーナメント開始
表彰式 １３：１０

９：００

③“Ｕ-８”６人制サッカー交流大会
平成３１年１月１４日（月･祝）
チーム受付開始 ８：００
開会式
８：３０ 代表者会議 ８：４０
試合開始 １０：３０
表彰式
１５：００
※全カテゴリー、試合進行状況により時間変更の場合があります。
８．参加チーム
小学生の部：【Ｕ−１２】４２チーム、【Ｕ−１０】２３チーム
“Ｕ-８”交流大会：１２チーム
９．参加資格
（１）フットサルチームの場合
公益財団法人日本サッカー協会（以下「ＪＦＡ」とする。）に加盟登
録した単独のチームであること。一つの加盟登録チームから、複数の
チームで参加できる。ＪＦＡに承認を受けたクラブを構成する加盟登
録チームについては、同一クラブ内の他の加盟登録チームに所属する
選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。
（２）サッカーチームの場合
（小学生の部・中学生の部・一般の部の高校生チーム）
ＪＦＡに加盟登録した単独のチームであること。一つの加盟登録チー
ムから、複数のチームで参加できる。ＪＦＡに承認を受けたクラブを
構成する加盟登録チームについては、同一クラブ内の他の加盟登録チ
ームに所属する選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。
（３）選手および役員は、本大会において複数のチームで参加できない。
(４) ＪＦＡ発行の選手証または電子登録証の写しを持参していること。
※事務局で登録確認をいたしますので、受付時に審判員証とともに提
出してください。（参加選手全員分を揃えて提出してください）
※Ｕ-８交流大会参加チームは上記(1)～(4)は該当しないものとする。
（５）小学生の部：小学生チーム。性別不問
（６）Ｕ-８交流大会：２年生以下で構成のチーム。性別不問
（７）本大会の参加申込書（フットサル大会登録票）を漏れなく記入し、
定められた期日までに提出すること。※Ｕ-８は別に定める様式
(８) フットサル審判有資格者を１名以上帯同すること。
帯同審判員の定義：大会を通じそのチームに帯同し、定められた試合
の審判をすることのできるフットサル審判員
（９）チームの責任において傷害保険に加入していること。

10．大会形式
（１）予選リーグ（１日目）
各部（Ｕ-８交流大会を除く）とも、１ブロック４チームによるリー
グ戦を行い順位を決定する。
順位決定：勝ち点の合計の多いチームを上位とし順位を決定する。
勝ち点は、勝ち：３点、引き分け：１点、負け：０点とする。
ただし、勝ち点が同じ場合は、当該チーム間の対戦結果・得失点差・
総得点・抽選の順序により順位を決定する。
各部（Ｕ-８交流大会を除く）クラス分け決定は以下のとおりとす
る。
（２）クラス別トーナメント戦（２日目）
【小学生：Ｕ-１２の部】
各予選の順位によるクラス分けを行い、各クラス別にトーナメント戦
を行う。３位決定戦は行わない。
Gold クラス１６チーム、Silver クラス１６チーム、
Copper クラス１０チーム
①各グループ１位は、Gold クラスとする。
②Ａ・Ｆグループ２位と各グループ２位の中で、上位４チームは Gold
クラスとする。
※上位４チームの決め方は、予選リーグの順位決定に準じる。
③各グループ２位の中で、Gold クラスではないチームは、Silver ク
ラスとする。
④各グループ３位とＡ・Ｆグループ４位は、Silver クラスとする。
⑤各グループ４位とＡ・Ｆグループ５位は、Copper クラスとする。
⑥各クラス１回戦の敗者戦を行う。
【小学生：Ｕ-１０の部】
各予選の順位によるクラス分けを行い、各クラス別にトーナメント戦
を行う。３位決定戦は行わない。
※３チームグループのＦグループ２位と３位には、他グループの２位
・３位と比較するため、予選リーグ終了時に勝ち点３を足して順位を
決定する。
Gold クラス８チーム、Silver クラス８チーム、
Copper クラス７チーム
①各グループ１位は、Gold クラスとする。
②各グループ２位の中で、上位２チームは Gold クラスとする。
③各グループ２位の中で、Gold クラスではないチームは、Silver ク
ラスとする。
④各グループ３位の中で、上位４チームは Silver クラスとする。

⑤各グループ３位の中で、Silver クラスではないチームは、Copper
クラスとする。
⑥各グループ４位は、Copper クラスとする。
⑦各クラス１回戦の敗者戦を行う。
（３）Ｕ-８交流大会は、２グループでのリーグ戦により交流を深める。
リーグ戦終了後、各リーグの同順位による交流戦を行う。
11．競技会規定
大会実施年度の「フットサル競技規則」に準ずる。
（Ｕ-８交流大会を除く。）
ただし、以下の項目については本大会用として大会規定を定める。
（１）プレーの時間

※すべての計測はランニングタイムとする。

（小学生：Ｕ-１２の部、Ｕ-１０の部）
予選リーグ２０分（前後半１０分、インターバル５分）
クラス別トーナメント２０分（前後半１０分、インターバル５分）
※バーモンドカップ規定は準用しない。
（Ｕ-８交流大会）
リーグ戦２０分（前後半１０分、インターバル５分）
リーグ同順位交流戦２０分（前後半１０分、インターバル５分）
（２）タイムアウト
すべてのカテゴリーにおいて、今大会はタイムアウトをなしとする。
（３）ハーフタイムのインターバル
インターバルは、前半終了のホイッスルから後半開始のホイッスルま
でとする。
（４）試合の勝者を決定する方法（プレーの時間内で勝敗が決しない場合）
予選リーグ：引き分け
トーナメント戦：決勝戦も含め、ＰＫ方式により勝者を決定する。
※ＰＫ方式は、１チーム３人ずつで行う。決着がつかない場合４本目
（当該チームの登録選手数の少ない方に人数を合わせる）からは、サ
ドンデスとなる。
（５）本大会期間中に退場を命じられた者は、次の１試合に出場できない。
※乱暴な行為、著しく不正なプレー等、大会の継続に著しく困難をき
たす行動の場合は、その後の処置を大会本部にて決定する。
（６）本大会期間中に警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。
（７）ピッチ：４０ｍ×２０ｍ（すべての部）
（８）ボール：フットサル３号ボール
（９）チーム役員の数：４名以内
（10）シューズ：トレーニングシューズの着用を認める。
しかし、スパイクシューズは使用できない。

脛当ては必ず着用すること。
（11）ユニフォーム：ＪＦＡのユニフォーム規程に準ずる。
※主な注意点
①上衣は、審判服の黒とはっきり識別できるものであること。
②広告の掲載されているものは、各都道府県サッカー協会に申請して
いること。
③フィールドプレーヤーとして試合に登録された選手がゴールキーパ
ーに代わる場合、その試合でゴールキーパーが着用するシャツと同一
の色彩および同一のデザインで、かつ自分自身の背番号のついたもの
を着用すること。
④会場へは正副２着を持参すること。
ただし、“Ｕ-８交流大会”は、ビブス着用を認める。
（12）アンダーウエア（アンダーシャツ・ショーツ・タイツ）
アンダーウエアを外に露出して着用する場合は、シャツの袖やショー
ツの主たる色と同色とする。なお、同色系は認められず、外に露出す
ることはできない。
（13）ビブス
交代要員は、競技者と異なる色のビブスを用意し、着用しなければ
ならない。ビブスを手渡しすることで交代が完了する。
（14）参加資格に違反し、そのほか不都合な行為のあったときには、その
チームの出場を停止する。この場合、大会参加料等の経費の返納はし
ない。
12．審

判
各チーム帯同審判が行う。（大会参加申込書に審判登録番号を記入すること）
ただし、トーナメント準決勝以降などについては主催者が任命する。写真付
きの審判員証を持参し、チーム受付時に選手証と一緒に提出ください。提出
の無かった場合は、チーム参加資格違反となります。

13．表

彰
Gold クラスの順位を大会順位として優勝から３位までを表彰する。また、各
クラスのトーナメントの１位チームを表彰する。（Ｕ-８交流大会は除く。）

14．参 加 料
小学生の部
Ｕ-８交流大会

１０，０００円（秋田県サッカー協会登録料を含む）
３，０００円

大会参加料は、大会当日受付にてお支払いください。
15．申 込 み
参加申込み方法
①ニプロハチ公ドームホームページ より大会登録票をダウンロードし、必
要事項（チーム情報や選手名、選手登録番号、審判員登録番号など）を入力

のうえＥ-mail にて送信ください。
（ＦＡＸ、郵送では受け付けません。）
ホームページ http://www.jukaidome.com
申込み先Ｅ-mail アドレス

entry@jukaidome.com

※大会名に「（○○の部）」を付け加えてください。また、Ｅ-mail アドレス
を必ず記入してください。
※必ず開封確認を設定し、メールを送信ください。
※大会登録票記載に未記入部分（特にＦ登録番号など）があった場合は参加
申込みを受け付けません。
②締切りは全カテゴリー共通で平成３０年１１月１８日（日）とし、先着順
に大会参加登録とします。
※多くのクラブや団体にご参加いただくために、複数チームで申し込まれた
クラブや団体様にチーム数の調整をお願いする場合があります。そのた
め、大会参加登録の手続きの後に参加チームの決定をさせていただきま
す。参加申込みイコール参加決定ではありませんのでご了承ください。
③募集期間内でチーム募集数に達したその時点で募集を締め切ります。
※キャンセル待ちによる申し込みは受け付けておりません。
④平成３０年１１月２７日(火)に参加決定のご連絡をいたします。
⑤大会に参加申込みをしたチームは、チーム関係者全員に以下に示す大会宣
誓を行ってください。
大会宣誓
本大会に参加するにあたり、味方選手、相手選手、役員、サポーター、大会関係者その他
すべてのフットサルを愛する者が賛同する大会であることを理解し、すべての人を尊厳し、
フットサルの輪と友情を育むことを宣誓する。
また、フットサルに携わる者として、ＪＦＡ行動規範を遵守し、社会悪等に対し、毅然と
立ち向かい、大会に関係するすべての人の模範となるよう行動することを誓う。

16．負傷者対応
主催者は応急処置・救急車の手配までを行い、以降の処置は各チームで行う
ものとする。保険については、各チームで加入している傷害保険で対応する
こと。（保険加入は参加資格条項 ⑫）
※ドーム内救護室(事務室後ろ側)に救護係を１名配置しております。
17．問合せ・申込先
ニプロハチ公ドーム
E-mail

フットサル大会事務局

entry@jukaidome.com

ホームページ
〒017-0031

http://www.jukaidome.com
秋田県大館市上代野字稲荷台１番地１
TEL 0186-45-2500

FAX 0186-45-2220

