ユースＵ－12 サッカー大会
実施要項
平成２９年１０月９日（月・祝）東海大会
於 パロマ瑞穂スポーツパーク
・ラグビー場
・北陸上競技場

主催：(一社)東海サッカー協会
中京テレビ放送株式会社
株式会社静岡第一テレビ (予定)
主管：(一社)東海サッカー協会４種委員会
(公財)愛知県サッカー協会４種委員会
後援：愛知県教育委員会
三重県教育委員会
岐阜県教育委員会
静岡県教育委員会
協賛：フジパングループ

(予定)

（大会役員）
会
副

長 高田 稔（一般社団法人東海サッカー協会会長）
会

長 山本 久徳、鈴木 登、辻 博文（一般社団法人東海サッカー協会副会長）
安田 智彦（フジパングループ本社（株）代表取締役会長）
小松 伸生 （中京テレビ放送（株）代表取締役社長）

大会委員長

竹山 勝自（一般社団法人東海サッカー協会理事長）

大会副委員長 九鬼 愼次、徳田 康、尾関 孝昭（一般社団法人東海サッカー協会副理事長）、
髙井 直樹（フジパン（株）取締役中部事業部長）
鈴木 要一郎（中京テレビ放送（株）常務取締役事業局長）
大会委員

岩村宣明

前田幸美

清水栄嗣

飯塚孝夫

鈴木康夫 今泉幸広

行方一也

土本 泰

神谷光広 伊藤直司 野村次郎

濱崎芳己

井上有希江
膳亀信行
入江 勉

山口小百合 中島直美 小倉一郎 （一社）東海サッカー協会理事・監事
(競技役員)
競技 委員長

飯塚 孝夫（一般社団法人東海サッカー協会４種委員長）

競技副委員長 北澤 義孝、梶田 哲久、渋谷 康充 (一般社団法人 東海サッカー協会４種副委員長)
委

員 村井 智宏（一般財団法人静岡県サッカー協会・ ４種副委員長）、山中 勝則(一般財団法人静岡県
サッカー協会・４種女子委員長)、山本 武（一般財団法人岐阜県サッカー協会・４種総務部長）、
木戸脇 弘（一般財団法人岐阜県サッカー協会・４種少女部長）、鈴木 亘（一般社団法人三重県サッ
カー協会・４種副委員長）、中村 英富（一般社団法人三重県サッカー協会・４種少女部部長）、
福田 守高・市川 豊（公益財団法人愛知県サッカー協会・４種副委員長）、舎川 智彦 （公益財団
法人愛知県サッカー協会・４種少女委員長）、坂田 賢治（フジパン（株）マーケティング部 部長）、
山本 章二（中京テレビ放送（株）イベント事業部長）、洞田幸信（中京テレビ放送（株）イベント事業
副部長）

審判委員長

土本 泰 (一般社団法人東海サッカー協会審判委員長)

審判副委員長 杉浦 忠行（公益財団法人愛知県サッカー協会４種・審判委員長）
技術委員長

膳亀 信行 (一般社団法人東海サッカー協会技術委員長)

技術副委員長 黒田 哲生 (公益財団法人愛知県サッカー協会４種・技術委員長）
規律委員長

川口 貴宏 (一般社団法人東海サッカー協会規律委員長)

規律副委員長 梶田 哲久 (公益財団法人愛知県サッカー協会４種・規律委員長）
実行委員長

梶田 哲久（公益財団法人愛知県サッカー協会・４種委員長）
舎川 智彦（公益財団法人愛知県サッカー協会・４種少女委員長）

総務委員

福田 守高・市川 豊（公益財団法人愛知県サッカー協会・４種副委員長）
渡辺 弓希子（中京テレビ放送（株）編成部）、
五十嵐 智明（中京テレビ放送(株)報道局担当副部長）
若杉 貴一（（株）サポーティング中京）、佐藤 勉（（株）サポーティング中京）

（フジパンＣＵＰユースＵ－１２サッカー大会窓口）
住所：名古屋市中村区平池町四丁目６０番地１１ 中京テレビ本社ビル７階
（株）サポーティング中京 ℡：０５２－５７１－５６００
担当： 亀倉 美貴（（株）サポーティング中京）

Fax：０５２－５７１－５３５５

大会規約
１．参加資格
(公財)日本サッカー協会第４種に登録された単独チーム（選抜チームは除く）並びに選手であること。
２．試合方法

（公財）日本サッカー協会８人制サッカー競技規則に準ずる。

・各県予選
愛知…６ブロックに分かれてのトーナメント戦もしくはリーグ戦
三重…２４ブロックに分かれてのトーナメント戦もしくはリーグ戦
岐阜…育成連盟：６ブロックに分かれてのトーナメント戦もしくはリーグ戦で３チームに絞る
クラブ連盟：トーナメント戦で１チームに絞る。
静岡…５ブロックに分かれてのトーナメント戦もしくはリーグ戦
・各県決勝
愛知…予選で勝ち残った１６チームによるトーナメントで２チームに絞る。
三重…予選で勝ち残った８チームによるトーナメントで２チームに絞る。
岐阜…４チームによる代表決定戦（トーナメント）で２チームに絞る。
静岡…予選で勝ち残った８チームによるトーナメントで２チームに絞る。
・東海大会組合せ表（平成２９年度組合せ）

1・2 回戦／ 北陸上競技場

決 勝 戦／ラグビー場

（静岡県 ２位）
10：30 Ｂ
（岐阜県 １位）
12：00 Ｂ
（三重県 ２位）
10：30 Ａ
（愛知県 １位）
14：25
（岐阜県 ２位）
9：40

Ｂ
（三重県 １位）

12：00 Ａ
（愛知県 ２位）
9：40

Ａ
（静岡県 １位）

・試合時間
各県予選については各県４種委員会の決定による。
東海大会トーナメントは準決勝までは４０分ゲーム（前半２０分、ハーフタイム５分、後半２０分）とし、同点
の場合は３人による PK 方式をとる。決勝戦は４０分ゲーム後、１０分間の延長を行い、なお決しない場合
は３人による PK 方式をとる。
・登録及び交代
選手の登録は各試合に１６名を登録し、８名まで交代を認める。自由な交代を適用する。
メンバー表は各試合開始時刻３０分前に本部へ２部提出する。試合開始前に選手証を確認する為、各自
必ず用意すること。

・ユニフォーム
ユニフォームは、正・副２着（４色）を用意する。
選手番号は、背・胸またはショーツにつける。
・試合ボール
４号ボールとする。各県予選は各チームのボールを使用し、各県決勝トーナメントは県協会にて、
東海大会は大会本部にて用意する。
３．審判
・各県予選は参加チームの相互審判とする。
・各県決勝は各県協会審判部に依頼する。
・東海大会は開催県に依頼する。
４．各県決勝
場所

第１日目

第２日目

愛 知

９月３日（日）

三 重

６月１８日(日)

７月２日（日）

岐 阜

７月１７日(祝)

８月２７日（日）

静 岡

決 勝

決

勝

会

場

９月１０日（日）

豊田市運動公園陸上競技場

７月１６日（日）

三重交通 G スポーツの杜鈴鹿

９月３日（日）

8/27 中津川

9/3 中池多目的

６月１８日（日）

中島人口芝多目的ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾄﾞ

※岐阜県：7/17 ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ代表決定戦 8/27 育成連盟県大会 9/3 東海大会代表決定戦
５．東海大会 平成２９年１０月９日（月・祝）

開会式 午前８時４５分～（予定）
決勝戦 午後２時２５分～（予定）

６．参加申込
参加チ－ムは所定の申込用紙で各県協会４種委員会まで申し込む。
参加選手はすべてスポーツ安全保険に加入することを義務とする。
〆切りは９月１７日（日）とし、これ以降は変更は認めない。
７．表彰
１位 フジパンカップ、中京テレビ杯、表彰状、メダル、記念品
２位 準優勝盾、表彰状、メダル、記念品
３位 （２チーム）３位盾、表彰状、メダル、記念品
その他
優秀選手…各県毎に優秀選手１２名を選出し、記念のメダルを贈呈する。
東海大会についても優秀選手を１２名選出し、記念のブロンズを贈呈する。
優秀選手の選出は、各県大会役員が合議の上決定する。
８．事故の責任について
練習中及び試合中の事故については、応急の処置は講ずるが主催者及び主管団体はその責任を負わない
９．その他の注意事項
・東海大会の開会式にはト－ナメント進出チーム（各県２チーム）が参加する。
万一遅れる場合には、必ず大会運営責任者に連絡する。
・何の連絡もなく試合開始３０分前に遅れた場合は棄権とみなす。
・雨天の場合は、各県大会とも午前６時に可否を決定し、大会運営責任者を通じて各チームに連絡する。

≪女子大会について≫

大会規約
１．参加資格
（公財）日本サッカー協会に登録された単独チーム（選抜チームは除く）並びに選手（小学生）であること。
各県予選においても少年の部に出場した少女は少女の部に参加することはできない。
２．試合方法
（公財）日 本 サッカー協 会 ８人 制競 技規則 に準ずる。
東海大会には各県１チームの代表を参加させる。代表決定については、各県少女委員会（部会）に一任す
る。
（平成２９年度組合せ）
会場： ラグビー場

三重県
10：30
岐阜県
13：00
愛知県
9：40
静岡県

○試合時間は４０分ゲームとし、同点の場合はＰＫ方式とする。
○上記以外は「２０１７フジパンＣＵＰユースＵ－１２サッカー大会」の男子規約を適用する。
３．参加申込
参加チ－ムは所定の申込用紙で各県協会少女部長(委員長)まで申し込む。
参加選手はすべてスポーツ安全保険に加入することを義務とする。
〆切りは９月１７日（日）とし、これ以降は変更は認めない。
４．表彰
１位 優勝カップ、表彰状、メダル、記念品
2 位 準優勝盾、表彰状、メダル、記念品
3 位 （２チーム）３位盾、表彰状、メダル、記念品
＊優秀選手１１名を表彰。選出は各県大会役員が合議の上決定する。
＊各県予選大会においても主催者より賞状、トロフィー、優秀選手（６名）を準備する。
５．各県決勝
場 所

決 勝

会 場

愛 知

９月１０日（日）

豊田運動公園陸上競技場

三 重

７月１６日(日)

三重交通 G スポーツの杜鈴鹿

岐 阜

８月２０日(日)

浅中多目的グランド

静 岡

６月１８日（日）

中島人口芝多目的ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗﾝﾄ

