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8. 閉 会 式

9. チ ー ム

 U-11/12　各8チーム  （静岡県・三重県・愛知県・岐阜県　各2チーム）

10. 構 成

JFA公認指導者証を本部にて提示する。選手も印刷された選手証を提示する

11. 試 合

12. 時 間

13. 交 代

14. 審 判

15. 使 用 球

16. 表 彰

17. 細 則

　※選手証は個別でプリントアウトしたもの持参すること。（一覧は不可）

・指導者は監督会議時にJFA公認登録証・プライバシーポリシーを持参し提示する。

18. 監督 会議

19. その他

20. 責 任 者

〒435-0056　静岡県浜松市東区小池町　12-1 

電話携帯　090-8130-3170

15:30（全チーム参加）　 エコパスタジアム　

第16回　東海ユース U－11・U－12 選抜サッカー大会　

要　項　

東海4県のU11・U12のサッカー少年たちが、８人制サッカー大会を通してスキ

ル向上を図り、フェアプレーの精神を学び、サッカーの楽しさと相互親睦を目指す

大会とする。

一般社団法人東海サッカー協会・一般社団法人東海サッカー協会４種委員会

一般財団法人静岡県サッカー協会・一般財団法人静岡県サッカー協会4種委員会

静岡県教育委員会

JA共済連　静岡

2019年１２月1日（日）

静岡県袋井市愛野2300-1  小笠山総合運動公園エコパスタジアム・補助球技場　

公認４号球

公益財団法人日本サッカー協会に個人登録された選手で構成する選抜チーム

少女の部 U-11/12   各４チーム （静岡県・三重県・愛知県・岐阜県　各１チーム）

チームのベンチ入り指導者は2名以上3名以内、選手16名～2４名で構成する。

トーナメント方式

３ピリオド制（1２分-１分-1２分-５分-1２分）

同点の場合は即3人ずつのＰＫ方式とする。以後サドンデス方式。

第１ピリオド・第２ピリオドに出場する選手は総入れ替えとする。

第３ピリオドは制限しない。

（第１ピリオドに出場した選手は第２ピリオドに出場できない。またその逆も同じ。）

「交代して退いた選手が再び出場できる」自由交代制とする。

主審１名制（補助審判員１名）　＊審判員は静岡県が担当

・その他は監督者会議にて確認する。

U-11の部・U-12の部の1位・2位・3位チームを表彰する。

・2018/2019年度公益財団法人日本サッカー協会８人制競技規則に準ずる。

・ピッチサイズは68～60m×50～40mとし、ゴールは少年用を使用する。

・ユニフォームは２着４色（PF/GK）用意し、シャツはパンツに入れて試合を行う事。

・選手は選手証を持参しチェックを受ける。選手証を持参しない選手は出場できない。

・退場処分または本大会を通じて2回警告を受けた選手は次の１試合出場できない。

・エントリー〆切後の選手登録の変更は一切できない。

・メンバー表は３部作成し、各試合開始時刻3０分前に本部に2部提出、相手と1部交換

・選手交代は交代ゾーンから行い、交代に際しては交代用紙を使用しない。

・組み合わせ表、上（左）記載チームがグラウンドに向かって左側のベンチに入る。

・試合開始10分前に選手はグラウンドへ集合し、円滑な試合進行に協力する。

一般財団法人静岡県サッカー協会４種委員長　村井智宏

・悪天候の場合は本部の判断により試合の中断、短縮、試合方法の変更、中止する

　ことがある。その後については(一社)東海4種委員会にて決定する。

2019年12月1日（日） ８:10より開始

エコパスタジアム・会議室 〒437-0031 静岡県袋井市愛野2300-1

監督１名出席

開会式は行いません。各チーム本部で選手証のチェックを行って下さい。



　大会委員　　　　　　川崎　英隆　　後藤　光雄　　菊山　克哉　　九鬼　慎次　《三重県》

　規律委員長

　運営委員

永井 厚生　中谷 晋也　曽根 俊夫　鈴木　健 　平野 賢一　和久田義弘 

寺尾 貴裕　臼井 清司　菅沼 秀也　鈴木　篤    山梨 康広　富田 宏司 

兼子 直也　岩間 勝利　黒野 行彦　黒松 則行

富田 宏司　中谷 晋也　土屋 元志　老川 秀男　安藤 雅夫　二村 信広

永田　厚 　三上阿津沙 阪田  智     小窪 哲也　横内 知大　宮城 健司

　会場担当  《一般財団法人静岡県サッカー協会４種西部支部委員  》

渡瀬　正 　鈴木　要    伊藤　薫     鈴木　篤　荒木 茂明　菅沼 秀也　

　会場責任者 浅田秀男　 《一般財団法人静岡県サッカー協会4種西部支部長》

北澤 義孝　 福田 守髙   渋谷 康充　村井 智宏 

　運営委員長 村井 智宏　 《一般財団法人静岡県サッカー協会4種委員長》

鈴木 大介　海野 芳彦　田中 秀和　栗田 広巳   部谷 浩敏　杉山 恵一　　

飯塚 孝夫   朝日 将利　佐藤 貴史   山本 浩三　吉添 智宏　浅田 秀男　

　規律委員

　技術副委員長 鈴木　健　  《一般財団法人静岡県サッカー協会4種技術委員長》

　技術委員 北嶋英俊  渡邉啓介  鈴木一敏  澤野公則　望月浩利  大島津幸　伊藤和宏

渡井 隆泰　前澤　孝    亀川 秀二　望月 浩利　斎藤 孝浩　潮　一博

渡辺 裕年　 《一般社団法人東海サッカー協会審判委員長  》

　審判副委員 平野 賢一　 《一般財団法人静岡県サッカー協会4種審判委員長》

入江　勉 　 《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 永井厚生　  《一般財団法人静岡県サッカー協会４種規律委員長  》

山口小百合　　中島　直美　　小倉　一洋　(一社)東海サッカー協会理事 ・監事

　技術委員長 片野 典和 　《一般社団法人東海サッカー協会技術委員長  》

　競技委員長 北澤 義孝 　《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 福田 守髙   渋谷 康充　村井 智宏　《一般社団法人東海サッカー協会４種委員》

　競技委員 鈴木 亘　竹内 久訓　山本 武　山中 勝則　《(一社)東海サッカー協会４種委員》

　審判委員長

競　技　役　員

　大会副委員長 服部　康雄　 徳田　康 　尾関　孝昭《一般社団法人東海サッカー協会常務理事》

清水　佐平　   下野　善範   　細野　知秀　　北澤　義孝　　薮中　一真　    

公文　昌人　　堂本　雅史　　渡辺　裕年　　片野　典和　　小板　博章

　 山賀　　篤　　西野　照美　　濱崎　芳己　　清水　栄嗣　　髙橋　正紀

兼子 直也　小林 賢治   北野 次生　岩間 勝利　松本 正雄　高橋 賢次　

藤原 浩二　両角 幸重　伊藤 和広　神野 貴之　井嶋　優 　山梨 康宏　

　大会委員長 藤田　一豊  　 　《一般社団法人東海サッカー協会専務理事》

大　会　役　員

　大会会長 竹山　勝自 　 　《一般社団法人東海サッカー協会会長》

　大会副会長 加古　眞　　山本　久徳　　辻　博文 　《一般社団法人東海サッカー協会副会長》



〔登録について〕

①   エントリーメンバー表提出後、登録選手の変更・追加はできません。

②   選手証は全員分を必ず持参してください。無い選手は試合に出場できません。

　　※　選手証は必ずフリントアウトしたものを持参してください。

③   選手証の確認は大会を通して1回、開会式終了後、直ちにその場で行います。遅刻した選手は試合

　　会場の本部で確認を受けてください。

〔エントリーメンバー表について〕

①   メンバー表は試合ごと３枚必要です。チームで持参する。 【決勝進出チームは9枚必要】

②   試合開始３０分前までに対戦両チームが話し合い、使用するユニフォームの色を決めてください。

　  合意しない場合は試合会場の本部へ申し出てください。審判を通して決めます。

③   メンバー表を試合開始30分前までに本部へ２枚提出、対戦相手チームと１枚交換してください。

（試合について〕

①   試合時間は１Ｐ（1２分）-（1分）-２Ｐ（1２分）-（5分）-３Ｐ（1２分）です。

②   交代して退いた選手が再び出場できる「自由交代制」を採用します。ただし、交代選手を含め１Ｐに

　　出場した選手は２Ｐに出場できません。その逆も同じです。３Pは制限しません。

③   試合開始１０分前に、控え選手を含め全員が本部へ集合し用具チェックを受けます。

④   ベンチ入りする控え選手は、相手フィールドプレーヤーのシャツと異色のビブスを着用してください。

　　味方フィールドプレーヤーのシャツ（正・副）と異色のビブスを２セット（２色）持参してください。

⑤   組み合わせ表、上（左）記載チームがグラウンドに向かって左側のベンチを使用します。

⑥　ベンチにはボールを持ち込まないでください。

⑦　スタジアム使用時、陸上トラックはスパイクでの移動は禁止です。人口芝が敷いてある所を移動して

　　ください。（第2ピリオド出場選手のアップも同様です。）

⑦　試合終了後は相手ベンチへ挨拶に行かず直接自チームベンチへ戻り、速やかにベンチを空けましょう。

⑧   当日、悪天候の場合は【フレンドリーマッチ】を中止する場合も有ります。

※競技規則は2018年度の8人制サッカー規則に準ずる。

〔閉会式・滞在場所・練習場所について〕

①  階観客席を荷物置き場・着替え・食事・休憩場所として使用ください。

②  補助競技場は屋根がありません。雨天の際はスタジアム（バックスタンド側入り口付近を）

     解放しますので、そこで着替え等使用してください。　 

③  開会式は、行いません。

④   ボールを使用したアップは競技場の外の芝生広場で可能です。

⑥　会場は天然芝です。芝や陸上トラック保護のため飲料は「水」を使用してください。

⑦　閉会式は決勝戦終了後、直ちに行います。スタジアムに全チーム集合してください。

〔その他〕

①　試合中の事故、怪我について応急手当は行いますが、主催団体および関係団体等は一切責任

　　を負いません。チームでスポーツ障害保険等に加入の上、大会へ参加してください。

②　ゴミは持ち帰るよう保護者・応援者へご協力をお願いしてください。（必ず伝えてください。）

③　貴重品は各チームで保管ください。

★本大会のルール等に付きまして、ご質問のあるチームは、事前に各県委員長様にご相談下さい。

　 監督者会議の時間が短く、ユニホーム等の確認作業が中心の会議になります。　

　 開会式に支障が出ないように、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

一般社団法人 東海サッカー協会　　第4種委員会

第１6回東海ユース（U-11・U-12）選抜サッカー大会監督会議資料


