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　　　　　　第9回 筑西市長杯少年サッカー大会

　　    　　　　　　　【　大　会　要　項　】

主旨：　　　技術向上及び心身の健全育成を図るとともに、近隣サッカー少年団の友好と親睦を図る。

主催： 筑西市サッカー協会　筑西市サッカースポーツ少年団

主管： 筑西市長杯少年サッカー大会実行委員会

後援： 筑西市　　筑西市教育委員会　　筑西市体育協会

協賛： 結城信用金庫

大会日程：平成25年11月16日（土）　
平成25年11月17日（日）　

会場： 鬼怒緑地運動公園サッカー場　（筑西市伊佐山字上川原内）

参加資格：（1）6年生以下で編成されたチームであること。
（2）スポーツ傷害保険に加入済みであること。
（3）本大会の参加については親権者、または保護者の承認済みであること。
（4）有資格審判員を２名以上帯同できること。

参加チーム： 24チーム

競技方法：８人制サッカーで行う。

競技形式：（1）1日目：各ブロックごとに予選リーグを行い、その後、ブロック毎の順位決定戦を行なう。
（2）2日目：各ブロックの同順位同士による決定リーグ戦を行なう。

順位決定：リーグ戦の順位決定は、勝点（勝ち3点・負け0点・分け1点）の多いチームを
上位とする。
（1）勝点が同じときは次の順により決定する。

①得失点差の多いチーム　②総得点の多いチーム
③当該チーム同士の対戦成績　④PK方式

（2）順位決定戦で同点の場合はＰＫ方式（３名でその後はサドンデス）とする。

競技規則：大会実施年度の（財）日本サッカー協会「8人制サッカールール」による。
ただし、本要項に定められている事項を優先する。
（1）フィールドの大きさ：68ｍＸ50ｍを基本とする。

ペナルティーエリア：12ｍ
ペナルティーマーク：8ｍ
ペナルティーアーク：半径7ｍ
センターサークル　：半径7ｍ
ゴールエリア　　　：4ｍ
ゴールの大きさ　　：少年用（Ｗ5ｍ　Ｈ2.15ｍ）
交代ゾーン（ベンチ側）ハーフウェーラインから左右3ｍ

（2）審判員：1人の主審と2人の副審と4審で行う。4審は主審のチームより
（3）試合時間：30分（前後半、各15分）
（4）ハーフタイムのインターバル：原則として5分（前半終了から後半開始まで）
（5）ベンチ入りの選手数については人数制限はありません。（役員は３名まで）
（6）交代できる選手数：８名とし、交代して退いた競技者は交代要員となり、再び出場する
　　　ことができる。交代の回数は制限されない。
　　（交代要員はユニホームと異なる色（ビブス等）を着用すること。なお、交代要員以外の
　　　選手は、交代要員と異なる色（ビブス等）を着用すること。）
（7）競技者が交代要員と交代する場合、次の通り行う。

・交代が行われることについて、事前に審判員に通知する必要はない。
・交代して退く競技者は交代ゾーンからフィールドの外にでる。
・交代要員は、交代ゾーンからフィールドに入り競技者となる。
・交代は、ボールがインプレー中、またはアウトプレー中にかかわらず
　行うことができる。ただし、交代で退く競技者が負傷している場合は
　主審の承認を得た上でどこからフィールドを離れてもよい。

（8）負傷した競技者の負傷程度を確かめるために入場できる人数：2名以内
（9）懲罰：警告、退場による処分は次の試合には持ち越さない（次の試合に出場可）。     

　競技者が退場を命じられた場合は、その競技者のチームは交代要員の中から
　競技者を補充することができる。主審は競技者が補充されようとしている間
  は試合を停止する。



（10）競技者数：本大会においては、選手が８名に満たない場合は、そのチームは（０-５）　　　
　　　の負けとする。ただし、試合中に８名に満たなくなった場合はそのまま続行する。
　　　なお、次の試合までに８名そろった場合は、継続参加を認める。
（11）オフサイドについては現行ルールを適用(新ルールは適用しない)。　　

ユニホーム：（1）ユニホーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正のほかに副として、
　　　　　　　　正と色彩の異なる判別しやすいユニホームを各試合携行すること。（ＦＰ・ＧＫ用共）
　　　　　　（2）ゴールキーパーは、他の競技者と区別できる色のシャツを着用しなければならない。
　　　　　　　　フィールドプレーヤーとゴールキーパーの両方を経験する重要性を鑑み、ゴールキーパー
　　　　　　　　はフィールドプレーヤーのユニホームのまま、他の競技者と色彩の類似しないシャツ
　　　　　　　　又はビブスを着用することができる。この場合、主催者の指示がある時は指定のシャツ
　　　　　　　　又はビブスを着用しなければならない。
　　　　　　（3）その他の事項については（財）日本サッカー協会「ユニホーム規程」に従うものとする。

　参加料：　　     ￥5000（1日目受付時にお願いします。  受付開始8：10から）
         

　　表彰：　　大会2日目全試合終了後に本部前で行います。
優勝　：賞状・優勝杯・メダル（15ヶ）  (優勝杯については翌年返還となります。）
準優勝：賞状・カップ・メダル（15ヶ）　
第3位 ：賞状・カップ・メダル（15ヶ）
敢闘賞（第４位）：賞状・カップ
努力賞（２位～６位リーグの各１位）：賞状・盾

　　その他：（1）ベンチは対戦表の左側チームがピッチに向かって左側のベンチを使用する。
　　　　　　（2）審判については、審判割当て表によるが、話し合いによる変更（主審・副審）は認める。
　　　　　　（3）試合球は4号球とし各チーム持ち寄りとする。
　　　　　　（4）各チーム代表者による打ち合わせは１日目8：00、２日目8：30に行います。
　　　　　   　　（競技規定及びユニホームの確認・会場の注意事項等の説明）
　　　　　　（5）大会中の事故等については主催者は一切の責任を負わない。
　　　　　　（6）注意事項
　　　　　　　　　・ゴミ等は必ず持ち帰ること
　　　　　　　　　・駐車場は決められた場所を使用すること。
　　　　　　　　　・天候等による開催確認は6：00といたします。
　　　　　　　　　・問合せは大会実行委員　木下【080-5959-7816】、または
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　【090-1841-4350】までお願いします。
　　　　　　（7）緊急連絡先
　　　　　　　　　・筑西消防署　　24-4504
　　　　　　　　　・筑西警察署　　24-0110
　　　　　　　　　・筑西市民病院　28-2261

　　    　　　　　　　【　大　会　次　第　】

開会式　11月16日（土） 閉会式　11月17日（日）

　　　8:30 　最終試合終了後
　1　選手整列 1　選手整列
　2　開式宣言 2　開式宣言
　3　主催者挨拶 3　成績発表
　4　来賓祝辞 4　表彰式
　5　選手宣誓(中ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団) 5　講評
　6　競技上の注意と日程説明 6　閉式宣言
　7　始球式 7　選手退場
   8　閉式宣言

     9   選手退場

　【　出　場　チ　ー　ム　】

     竹島サッカースポーツ少年団 谷貝フットボールクラブ
     下館小あしかびスポーツ少年団サッカー部 おおうちＪＦＣ
     下館南サッカースポーツ少年団 バンビーノサッカークラブ
     五所サッカースポーツ少年団 結城WEST
     大田サッカースポーツ少年団 結城小サッカースポーツ少年団
     中サッカースポーツ少年団 三和サッカースポーツ少年団
     古里サッカークラブ 古河セブンフットボールクラブ
     あけのサッカー少年団 下妻サッカースポーツ少年団
     協和フットボールクラブ 七重サッカースポーツ少年団
     関城イースターズ 結城南JFC
     絹川サッカースポーツ少年団 市貝フットボールクラブ
　  真壁ジュニオール 岩井オーレフットボールクラブ

（順序不同）



　　　　　　会場の利用等について

（1）大会運営をすみやかに行うために各チームのご協力を頂きます。

（2）駐車場のスペースが少ないため乗り合わせにてご来場ください。

（3）駐車禁止箇所には絶対に駐車しないこと。

   【11月16日（土）】集合時間　6：30

   【11月17日（日）】集合時間　7：00　　　　　

各団3名　（大田　中　五所　あしかびは4名）

Aコート 古里　協和

Bコート 下館南　大田

Cコート 中　関城

Dコート あしかび　竹島

駐車場 五所　あけの
  （１台の駐車スペースは2、5　X　5　ｍ）

本部テント 少年団本部役員4名　

少年団本部役員所属団体から4名
（大田　中　五所　あしかびから各1名）

* ベンチは全コート、本部テント側 放送機材 大田
に設置してください。

大会横断幕 少年団団長
* 必ずネットとゴールをしばって、

ボールが通り抜けないようにし *   メジャー・ラインカーは各団持参してください。
てください。

*　2日目閉会式終了後の片付けも同様の役割分担でお願いします。　



　　　　　　　　　　大会1日目予選リーグ
Aブロック（Ａコート）
Ａ-1

 チーム名 結城南ＪＦＣ 古里SC 大田SSS 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

結城南ＪＦＣ  ―  ―

古里SC  ―  ―

大田SSS  ―  ―

A-2

 チーム名 竹島SSS 古河SEVEN 真壁ジュニオール 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

竹島SSS  ―  ―

古河SEVEN  ―  ―

真壁ジュニオール  ―  ―

Bブロック（Bコート）
B-1

 チーム名 七重SSS 三和SSS 協和FC 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

七重SSS  ―  ―

三和SSS  ―  ―

協和FC  ―  ―

B-2

 チーム名 絹川SSS 中SSS 結城WEST 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

絹川SSS  ―  ―

中SSS  ―  ―

結城WEST  ―  ―

Cブロック（Cコート）
C-1

 チーム名 市貝SSS 下館南SSS バンビーノSC 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

市貝SSS  ―  ―

下館南SSS  ―  ―

バンビーノSC  ―  ―

C-2

 チーム名 あけのSS 岩井オーレFC おおうちJFC 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

あけのSS  ―  ―

岩井オーレFC  ―  ―

おおうちJFC  ―  ―

Dブロック（Dコート）
D-1

 チーム名 谷貝FC 五所SSS 下妻SSS 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

谷貝FC  ―  ―

五所SSS  ―  ―

下妻SSS  ―  ―

D-2

 チーム名 結城小SSS 関城イ-スタ-ズ 下館小あしかび 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

結城小SSS  ―  ―

関城イ-スタ-ズ  ―  ―

下館小あしかび  ―  ―



　　　　　　　　　　大会2日目決勝リーグ
1位リーグ(Aコート）
 チーム名 Aブロック1位 Bブロック1位 Cブロック1位 Dブロック1位 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

Aブロック1位 ― ― ―

Bブロック1位 ― ― ―

Cブロック1位 ― ― ―

Dブロック1位 ― ― ―

2位リーグ(Bコート）
 チーム名 Aブロック2位 Bブロック2位 Cブロック2位 Dブロック2位 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

Aブロック2位 ― ― ―

Bブロック2位 ― ― ―

Cブロック2位 ― ― ―

Dブロック2位 ― ― ―

3位リーグ(Aコート・Bコート）
 チーム名 Aブロック3位 Bブロック3位 Cブロック3位 Dブロック3位 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

Aブロック3位 ― ― ―

Bブロック3位 ― ― ―

Cブロック3位 ― ― ―

Dブロック3位 ― ― ―

4位リーグ(Cコート）
 チーム名 Aブロック4位 Bブロック4位 Cブロック4位 Dブロック4位 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

Aブロック4位 ― ― ―

Bブロック4位 ― ― ―

Cブロック4位 ― ― ―

Dブロック4位 ― ― ―

5位リーグ(Dコート）
 チーム名 Aブロック5位 Bブロック5位 Cブロック5位 Dブロック5位 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

Aブロック5位 ― ― ―

Bブロック5位 ― ― ―

Cブロック5位 ― ― ―

Dブロック5位 ― ― ―

6位リーグ(Cコート・Dコート）
 チーム名 Aブロック6位 Bブロック6位 Cブロック6位 Dブロック6位 勝  分  負 勝点 得点 失点 得失点 順位

Aブロック6位 ― ― ―

Bブロック6位 ― ― ―

Cブロック6位 ― ― ―

Dブロック6位 ― ― ―



（Ａコート）1日目　平成24年11月16日（土） 試合時間30分（15分-5分-15分）

試合順 開始時間 対戦チーム 主 　審 副 　審

第1試合 9:00 結城南JFC 【　　－　　】 古里SC 真壁ジュニオール 竹島SSS

第2試合 9:45 竹島SSS 【　　－　　】 古河SEVEN 結城南JFC 古里SC

第3試合 10:30 古里SC 【　　－　　】 大田SSS 竹島SSS 古河SEVEN

第4試合 11:15 古河SEVEN 【　　－　　】 真壁ジュニオール 古里SC 大田SSS

第5試合 12:00 結城南JFC 【　　－　　】 大田SSS 古河SEVEN 真壁ジュニオール

第6試合 12:45 竹島SSS 【　　－　　】 真壁ジュニオール 大田SSS 結城南JFC

第7試合 13:50 A-1(3位) 【　　－　　】 A-2(3位) A-1(1位) A-2(1位)

第8試合 14:35 A-1(2位) 【　　－　　】 A-2(2位) A-2(3位) A-1(3位)

第9試合 15:20 A-1(1位) 【　　－　　】 A-2(1位) A-1(2位) A-2(2位)

（Bコート）1日目　平成24年11月16日（土） 試合時間30分（15分-5分-15分）

試合順 開始時間 対戦チーム 主 　審 副 　審

第1試合 9:00 七重SSS 【　　－　　】 三和SSS 絹川SSS 結城WEST

第2試合 9:45 絹川SSS 【　　－　　】 中SSS 七重SSS 三和SSS

第3試合 10:30 三和SSS 【　　－　　】 協和FC 中SSS 絹川SSS

第4試合 11:15 中SSS 【　　－　　】 結城WEST 三和SSS 協和FC

第5試合 12:00 七重SSS 【　　－　　】 協和FC 結城WEST 中SSS

第6試合 12:45 絹川SSS 【　　－　　】 結城WEST 協和FC 七重SSS

第7試合 13:50 B-1(3位) 【　　－　　】 B-2(3位) Ｂ-1(1位) Ｂ-2(1位)

第8試合 14:35 B-1(2位) 【　　－　　】 B-2(2位) Ｂ-2(3位) Ｂ-1(3位)

第9試合 15:20 B-1(1位) 【　　－　　】 B-2(1位) Ｂ-1(2位) Ｂ-2(2位)

（Cコート）1日目　平成24年11月16日（土） 試合時間30分（15分-5分-15分）

試合順 開始時間 対戦チーム 主 　審 副 　審

第1試合 9:00 市貝SSS 【　　－　　】 下館南SSS あけのSS おおうちJFC

第2試合 9:45 あけのSS 【　　－　　】 岩井オーレFC 市貝SSS 下館南SSS

第3試合 10:30 下館南SSS 【　　－　　】 バンビーノSC 岩井オーレFC あけのSS

第4試合 11:15 岩井オーレFC 【　　－　　】 おおうちJFC 下館南SSS バンビーノSC

第5試合 12:00 市貝SSS 【　　－　　】 バンビーノSC おおうちJFC 岩井オーレFC

第6試合 12:45 あけのSS 【　　－　　】 おおうちJFC バンビーノSC 市貝SSS

第7試合 13:50 C-1(3位) 【　　－　　】 C-2(3位) Ｃ-1(1位) Ｃ-2(1位)

第8試合 14:35 C-1(2位) 【　　－　　】 C-2(2位) Ｃ-2(3位) Ｃ-1(3位)

第9試合 15:20 C-1(1位) 【　　－　　】 C-2(1位) Ｃ-1(2位) Ｃ-2(2位)

（Dコート）1日目　平成24年11月16日（土） 試合時間30分（15分-5分-15分）

試合順 開始時間 対戦チーム 主 　審 副 　審

第1試合 9:00 谷貝FC 【　　－　　】 五所SSS 結城小SSS 下館小あしかび

第2試合 9:45 結城小SSS 【　　－　　】 関城イ-スタ-ズ 谷貝FC 五所SSS

第3試合 10:30 五所SSS 【　　－　　】 下妻SSS 関城イ-スタ-ズ 結城小SSS

第4試合 11:15 関城イ-スタ-ズ 【　　－　　】 下館小あしかび 五所SSS 下妻SSS

第5試合 12:00 谷貝FC 【　　－　　】 下妻SSS 下館小あしかび 関城イ-スタ-ズ

第6試合 12:45 結城小SSS 【　　－　　】 下館小あしかび 下妻SSS 谷貝FC

第7試合 13:50 D-1(3位) 【　　－　　】 D-2(3位) Ｄ-1(1位) Ｄ-2(1位)

第8試合 14:35 D-1(2位) 【　　－　　】 D-2(2位) Ｄ-2(3位) Ｄ-1(3位)

第9試合 15:20 D-1(1位) 【　　－　　】 D-2(1位) Ｄ-1(2位) Ｄ-2(2位)



（Ａコート）2日目　平成24年11月17日（日） 試合時間30分（15分-5分-15分）

試合順 開始時間 対戦チーム 主 　審 副 　審

第1試合 9:00 Ａ-３位 【　　－　　】 Ｂ-３位 Ｂ-１位 Ｃ-１位

第2試合 9:45 Ａ-１位 【　　－　　】 Ｂ-１位 Ａ-３位 Ｂ-３位

第3試合 10:30 Ｃ-１位 【　　－　　】 Ｄ-１位 Ａ-１位 Ｂ-１位

第4試合 11:15 Ａ-３位 【　　－　　】 Ｃ-３位 Ｃ-１位 Ｄ-１位

第5試合 12:00 Ａ-１位 【　　－　　】 Ｃ-１位 Ａ-３位 Ｃ-３位

第6試合 12:45 Ｂ-１位 【　　－　　】 Ｄ-１位 Ａ-１位 Ｃ-１位

第7試合 13:30 Ｄ-３位 【　　－　　】 Ａ-３位 Ｂ-１位 Ｄ-１位

第8試合 14:15 Ｄ-１位 【　　－　　】 Ａ-１位 Ｄ-３位 Ａ-３位

第9試合 15:00 Ｂ-１位 【　　－　　】 Ｃ-１位 Ｄ-１位 Ａ-１位

（Bコート）2日目　平成24年11月17日（日） 試合時間30分（15分-5分-15分）

試合順 開始時間 対戦チーム 主 　審 副 　審

第1試合 9:00 Ｃ-３位 【　　－　　】 Ｄ-３位 Ｂ-２位 Ｃ-２位

第2試合 9:45 Ａ-２位 【　　－　　】 Ｂ-２位 Ｃ-３位 Ｄ-３位

第3試合 10:30 Ｃ-２位 【　　－　　】 Ｄ-２位 Ａ-２位 Ｂ-２位

第4試合 11:15 Ｂ-３位 【　　－　　】 Ｄ-３位 Ｃ-２位 Ｄ-２位

第5試合 12:00 Ａ-２位 【　　－　　】 Ｃ-２位 Ｂ-３位 Ｄ-３位

第6試合 12:45 Ｂ-２位 【　　－　　】 Ｄ-２位 Ａ-２位 Ｃ-２位

第7試合 13:30 Ｃ-３位 【　　－　　】 Ｂ-３位 Ｂ-２位 Ｄ-２位

第8試合 14:15 Ｄ-２位 【　　－　　】 Ａ-２位 Ｃ-３位 Ｂ-３位

第9試合 15:00 Ｂ-２位 【　　－　　】 Ｃ-２位 Ｄ-２位 Ａ-２位

（Cコート）2日目　平成24年11月17日（日） 試合時間30分（15分-5分-15分）

試合順 開始時間 対戦チーム 主 　審 副 　審

第1試合 9:00 Ａ-６位 【　　－　　】 Ｂ-６位 Ｂ-４位 Ｃ-４位

第2試合 9:45 Ａ-４位 【　　－　　】 Ｂ-４位 Ａ-６位 Ｂ-６位

第3試合 10:30 Ｃ-４位 【　　－　　】 Ｄ-４位 Ａ-４位 Ｂ-４位

第4試合 11:15 Ａ-６位 【　　－　　】 Ｃ-６位 Ｃ-４位 Ｄ-４位

第5試合 12:00 Ａ-４位 【　　－　　】 Ｃ-４位 Ａ-６位 Ｃ-６位

第6試合 12:45 Ｂ-４位 【　　－　　】 Ｄ-４位 Ａ-４位 Ｃ-４位

第7試合 13:30 Ｄ-６位 【　　－　　】 Ａ-６位 Ｂ-４位 Ｄ-４位

第8試合 14:15 Ｄ-４位 【　　－　　】 Ａ-４位 Ｄ-６位 Ａ-６位

第9試合 15:00 Ｂ-４位 【　　－　　】 Ｃ-４位 Ｄ-４位 Ａ-４位

（Dコート）2日目　平成24年11月17日（日） 試合時間30分（15分-5分-15分）

試合順 開始時間 対戦チーム 主 　審 副 　審

第1試合 9:00 Ｃ-６位 【　　－　　】 Ｄ-６位 Ｂ-５位 Ｃ-５位

第2試合 9:45 Ａ-５位 【　　－　　】 Ｂ-５位 Ｃ-６位 Ｄ-６位

第3試合 10:30 Ｃ-５位 【　　－　　】 Ｄ-５位 Ａ-５位 Ｂ-５位

第4試合 11:15 Ｂ-６位 【　　－　　】 Ｄ-６位 Ｃ-５位 Ｄ-５位

第5試合 12:00 Ａ-５位 【　　－　　】 Ｃ-５位 Ｂ-６位 Ｄ-６位

第6試合 12:45 Ｂ-５位 【　　－　　】 Ｄ-５位 Ａ-５位 Ｃ-５位

第7試合 13:30 Ｃ-６位 【　　－　　】 Ｂ-６位 Ｂ-５位 Ｄ-５位

第8試合 14:15 Ｄ-５位 【　　－　　】 Ａ-５位 Ｃ-６位 Ｂ-６位

第9試合 15:00 Ｂ-５位 【　　－　　】 Ｃ-５位 Ｄ-５位 Ａ-５位



　　　  本店営業部
関城支店 　下妻支店 　羽黒支店 　　岩井支店
三和支店 水海道支店 　城南支店 　三和南支店
　境支店 　明野支店 　総和支店 　　守谷支店
下館支店 　　南支店 下館南支店 　　友部支店
笠間支店 　豊里支店 　石下支店 小山城南支店
古河支店 　川島支店 八千代支店


