バーモントカップ第 2６回全日本少年フットサル富山県大会
兼
セルジオ杯第 4１回富山県学童フットサル大会
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出 場 チーム

２０１５年度（公財）日本サッカー協会に登録した加盟チーム又はフットサル登録のみのチ
ーム

参 加 資 格

※選抜、合同チーム参加は認めません。

１．参加申込書及び登録票を期日まで提出したチーム
２．２０１５年度（公財）日本サッカー協会の「サッカー４種」又は「フットサル４種」の
種別で加盟登録をした単独チームに登録された選手
但し、５年生以下で編成されたチームであること
３．引率者は当該チームを指導把握し、責任を負うことのできる者であること
４．選手は保護者の同意のある者に限る
５．参加チームは傷害保険等に必ず加入済みであること
６．２０１５年度フットサル審判員の資格を持った審判員を帯同すること
（割り当てがあります）
※201６年開催される新規取得講習会で取得された方は対象ではありません。

参

加

費

加盟チームは５，０００円、その他のチームは１０，０００円とする。
参加費は２０１６年１月３０日(金)まで下記口座に振込むこと。
口座名 富山サッカー友の会
銀行名 北陸銀行上滝支店
口座番号 普通 ４１１６７７１

競 技 形 式

１．参加チームを４～5 チームずつ１２グループに分けて１次ラウンドを行い各グループ
１位及び２位の上位チームが 2 次ラウンドに進出する。
２．2 次ラウンド進出チームを３チームずつ８グループに分けて２次ラウンドを行い各グル
ープ１位のチームが決勝トーナメントへ進出する。
３．決勝トーナメント進出８チームにより、トーナメント戦を行う。
４．１次ラウンド、２次ラウンドにおける順位決定方法は勝点合計の多いチームを上位とし
順位を決定する。勝点は（勝ち３、引分け１、負け０）とする。但し勝点合計が同じ場合
は以下の順序により決定する。
当該チーム間の（１）対戦成績 （２）得失点差 （３）総得点 （４）抽選

競技会規定

２０１５年度（公財）日本サッカー協会フットサル競技規則による。但し、以下の項目に
ついては、本大会の規定を定める。

１．ピッチサイズ：原則として３８m×１８m。センターサークル半径３m、
ペナルティーエリア１/４円ラインの半径６m、ペナルティーマーク６m。
２．使用球：フットサル用ボール（３号球）
３．競技者の数
（１）交代要員の数：１０名以内
（２）ベンチに入ることができる人数：選手１５名以内、役員３名以内とする。
４．競技者の用具
（１）シューズ：フットサル用シューズのみ使用可能とする。
（２）すね当て：着用のこと
５．試合時間
（１）1 次ラウンド：１６分間（前後半各８分間）のランニングタイム
（２）2 次ラウンド：２０分間（前後半各１０分間）のランニングタイム
（３）１次ラウンド、２次ラウンド共にハーフタイムのインターバルは２分間とする。
（４）決勝トーナメント：２０分間（前後半１０分間）のプレーイングタイムとし、ハーフタイム
のインターバルは５分間とする。
６．試合の勝敗を決定する方法（競技時間内で勝敗が決しない場合）
（１）1 次ラウンド、2 次ラウンド：引分け
（２）決勝トーナメント：ＰＫ方式により勝敗を決定する。
（３）決勝戦：４分間（前後半各２分間）の延長戦を行い、決しない場合はＰＫ方式により
勝敗を決定する。
（４）延長戦に入る前のインターバル：５分間
（５）ＰＫ方式に入る前のインターバル：１分間
（６）３位決定戦は実施しない。
（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。
１次ラウンド、２次ラウンドそれぞれ１回の警告は２次ラウンド、決勝トーナメントに持
ち越さない。
（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
処置については大会本部にて決定する。
表

彰

優勝、準優勝、３位(２チーム）に賞状、カップを授与する。
尚、優勝チームは２０１６年８月１１日から東京で行われるバーモントカップ第２６回全日
本少年フットサル大会の富山県代表としての出場権を与える。

ユニフォーム

ユニフォーム（シャツ、ショーツ、ストッキング）は正のほかに副として正と色彩が異なり判
別しやすいユニフォームを参加申込書に記載し、各試合に必ず携行すること（フィールド
プレーヤー、ゴールキーパーとも）。

そ

の

他

１．選手証（写真は貼付のこと）は必ず持参すること。（登録票とチェックするため。）
２．メンバー表、２部を試合開始２０分前までに本部へ提出すること
３．各コートの設営補助として１次ラウンド午前の部にあるチームは８時００分から準備
午後の部にあるチームは片付けに協力をすること。
４．荷物はピッチの周りにあるベンチ等を各チーム譲りあって使用すること。
アップエリアは会場内に設ける。
５．1 次ラウンド、2 次ラウンドにおいては、試合時間の計測を本部で行う。
日程表に記載された時間になったら、試合を開始する。
試合に間に合わなかったチームは棄権とし、そのチームとの対戦成績は全て無効
にする。
６．主審は第 2 審判と試合結果を必ず確認して本部に報告すること。
７．1 次ラウンドは、午前の部９時００分より、午後の部は１２時３０分より 2 次ラウンドは、

午前の部９時００分より、午後の部は１２時５０分より決勝トーナメントは、８時３０分より、
それぞれ行う。代表者は必ず１名出席すること。
決勝トーナメントでは、デジタルタイマーの使用説明も合わせて行います。
８．1 次ラウンドについては、学校行事による試合日変更を認めます。
参加申し込み時に試合不能日（２月２７日午前不可など）を記載すること。
抽選結果により、試合日の変更をします。
９．登録票、メンバー表は富山サッカー友の会のホームページからダウンロードして、
必要事項を記入の上、大会当日提出のこと。
登録票は代表者の署名及び捺印の上、１次ラウンドの受付の際に 2 部提出。
１０．複数チームで参加する場合は、それぞれのチームに５年生が５名以上登録されて
おり且つ引率指導者は重複しないこと。
１１.大会に参加・不参加にかかわらず、ハガキを送付 2016 年１月 15 日（金）必着

問合せ先：富山サッカー友の会 担当：廣田 （090-2033-6981）
長谷川（090-4326-5906）

木製床等の靴底の制限について
キャンバスまたは柔らかい皮革製で、靴底がゴムまたは類似の材質のトレーニングシューズまたは体育館用シュー
ズタイプのものを準備してください。 ［フットサル競技規則 第4条 競技者の用具 参照］	
	
試合で使用されるピッチ表面を保護しキズやマークをつけないため、靴底に制限を設けている場合がありますので、
大会要項を確認してください。	

人工芝 等	

競技規則に準じたシューズであれば問題ありません。大会要項を確認して下さい。	

木製床 等	

ピッチフロア表面を養生するため、靴底の接地面が『白・アメ色・無色透明』のシューズとしています。	

※木製床等においては、ノンマーキング表示や素材でできているシューズであってもソールの色で判断していますので、着
色されているシューズを着用してプレーすることはできません。

	

木製床等の靴底の制限 (例）

※靴底色 ： 靴底の接地面の色を指します。	

ケース	

A	

B	

C	

使用可否	

○	

○	

○	

説明	

靴底の接地面が白	

靴底の接地面がアメ色	

靴底の接地面が無色透明	

デザイン

靴底色	

白	

アメ色	

無色透明	

ケース	

D	

E	

F	

使用可否	

○	

○	

○	

説明	

靴底の接地面がアメ色
靴底の着色されている部分は接地面
ではない
	

靴底の接地面がアメ色
靴底の着色されている部分は接地面
ではない
	

靴底の接地面がアメ色
部分的に濃いアメ色の部分あり
靴底の着色されている部分は接地面
ではない
	

デザイン

	

靴底色	

アメ色	

アメ色	

アメ色	

木製床等の靴底の制限について
ケース	

G	

H	

I	

使用可否	

×	

×	

×	

説明	

白・アメ・透明以外の着色されている	
スタッドがついている(人工芝用)	

白・アメ・透明だが、スタッドがついてい
る（人工芝用）	

白・アメ・透明以外の着色されている	

デザイン

靴底色	

黒	

アメ色	

オレンジ	

ケース	

J	

K	

L	

使用可否	

×	

×	

×	

説明	

靴底の接地面が部分的に白・アメ・透
明以外に着色されている	

靴底の接地面が部分的に白・アメ・透
明以外に着色されている	

靴底の接地面が部分的に白・アメ・透
明以外に着色されている	

デザイン

靴底色	

アメ色 ・ 黒 ・ 黄	

黄 ・ アメ色 ・ 緑	

アメ色 ・ 緑	

ケース	

M	

N	

O	

使用可否	

×	

×	

×	

説明	

靴底の接地面の一部が白・アメ・透明
以外に着色されている（メーカーロゴ）	

メーカーロゴ	

靴底の接地面の一部が白・アメ・透明
以外に着色されている（メーカーロゴ）	

靴底の接地面の一部が白・アメ・透明
以外に着色されている	

メーカーロゴ	

デザイン

靴底色	

アメ色 ・ 赤	

アメ色 ・ 赤	

アメ色 ・ 緑	

