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主催　新潟市サッカー協会　中ブロック予選　実施要項                                                                                                                                                          
兼　新潟県サッカー協会　バーモントカップ第 29回(2018年)                                                                                                                                            

全日本少年フットサル大会新潟県大会

2018.12.4　新潟地区中ブロック総務委員(UNITE)

※参加19チームに決定

一次予選リーグ 二次予選リーグ 決勝リーグ

実　施
方　法

6チーム(3チーム×2ブロック)
×1組で リーグ戦後、ブロック
同順位による順位決定戦及び5
チーム×3組で リーグ戦
　各組3位まで二次予選リーグ
へ

6チーム(3チーム×2ブロック)
×2組で リーグ戦後、ブロック
同順位による順位決定戦
　各組3位まで決勝リーグへ

3チーム×2ブロックで リーグ
戦後、ブロック同順位による順
位決定戦
　県大会出場枠 3

実施日
・会場

1/5(日)～1/14(日) 2/2(土) 9:00-17:00 2/9(土) 9:00-17:00

　各組で決定 　秋葉区総合体育館 みどりと森屋内コート

大　会
参加費

　4,000円／チーム 　3,000円／チーム 　4,000円／チーム

参　加
資　格

　新潟県大会要項に準ずる。
　　※2018年度 要項 県サッカー協会を参照

参　加
申込等期　限

　会場確保 都合上、エントリー票 提出期限前に組合せ抽選会を実施する で、参加申込等
　下記によること。
　○参加申込
　　・申込期限　2018年11月19日(月)20：00厳守
　　・申込方法　総務委員にメールで参加する旨を連絡する。
　○エントリー票 提出
　　・提出期限　 2019年１月4日(金)
　　・提出方法　県大会要項による。

　＜注意＞背番号 取扱い：県協会所管大会 共通的な取扱い
　　参加申込時 背番号が当該選手 固有番号となる で、そ 後 変更 認められない。
　　選手 変更及び追加 場合 、登録されていない別 番号を付すこと。

組合せ
抽選会

　2018年12月4日（火）午後７時から
　新潟市陸上競技場 ２階 第４会議室

競　技
規　則

　次 事項を除き、新潟県大会要項に準ずる。

・　試合時間 20分(前後半10分) ランニングタイムとし、インターバル ５分とする。

・　ピッチサイズ及び競技者 使用可能なシューズ 、会場ごとに設定して差し支えない。

・　ベンチに入ることができる交代要員数に制限を設けない。

・　ボール チーム 持ち寄りとする。（公認フットサルボール３号球、空気圧0.6～0.9）

順位決
定方法

　順位 勝点 合計が多い順とする。（勝ち:3点、引き分け:1点、負け:0点）

　なお、勝点合計が同点 場合 、以下 順により決定する。

　　① 全試合 得失点差（総得点－総失点）

　　② 全試合 総得点

　　③ 当該チーム同士 戦績

　　④ ①から③が同一 場合 抽選（原則としてＰＫ方式）

選手登
録証等

確認

原則として実施しないが、本部
から提示を求められたとき 提
示できるよう持参すること。

試合開始前に本部において確認する。
なお、確認方法等 当日 代表者会議において伝達する。

そ 他
・怪我・病気について 、チームで対応願います。

・ゴミ 必ず持ち帰ってください。会場内 美化にご協力ください。
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【2017年から 変更点】

　○インターバル 時間

 　　　県大会と同様にインターバルを５分とする。

項目 2018年（案） 2017年

競　技
規　則

変更なし
試合時間 20分(前後半10分) ランニン
グタイムとし、インターバル ５分とする。

幹事
１次

第2シードチームが幹事を担当 各組Ⅰブロック 2 チームが幹事を担当
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【一次予選リーグ】

１　実施期間・会場

　　2019年１月5日（土）から１月14日（月祝）までで、各組で協議して決定する。

　※　会場確保が難しいことを考慮して、総務委員で会場を確保しました。

　　　使用 任意ですが、一次予選 実施日・会場 、組合せ抽選日（12/4）に各組で

　　調整していただきます で、チーム 希望を把握してきてください。

期日 会場 使用面等 利用料金 目安(1チーム当たり)

1/5(土)
秋葉区体育
館

全面(9-17時)
※2面+アップ場 21チーム 場合3,500円～4,500円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1/6(日) 城山運動公園                屋内コート全面(9-17時)
※2面+アップ場 21チーム 場合3,500円～4,500円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1/12(土)
みどりと森
屋内コート

全面(9-17時)
※2面(やや狭)

19チーム 場合4,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※1面をアップ場とする(入口奥側)

1/13(日) 潟東体育館 全面(9-17時)
※2面(やや狭)

19チーム 場合4,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※1面をアップ場とする(入口側)

1/14(月祝)

秋葉区体育
館

全面(9-17時)
※2面+アップ場 19チーム 場合4,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

潟東体育館 全面(9-17時)
※2面(やや狭)

19チーム 場合4,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※1面をアップ場とする(入口側)

※各チーム公平を期する為、会場費 、秋葉区体育館、みどりと森、潟東体育館ともに同金額とする。

２　実施方法

　　原則として、参加チームを４組に分け、リーグ戦を行い、ブロック内 順位 要項

　 「順位決定方法」により決定する。

　　そ 後、ブロック 同順位チームによる順位決定戦を行い、 各組 ３位までが二次予選

　リーグに進出する。B組、C組、Ｄ組 総当たり制を実施し、上位 3位までが二次予選リーグ進出とする。

　　なお、順位決定戦において、時間内で勝敗が決しない場合 県大会に準じ延長戦を

　せず、互いに３人ずつ ＰＫ方式で勝敗を決する。４人目以降 サドンデスとする。

３　組み合わせ（10-5-10分、ランニングタイム） ※第二シードが幹事

Ａ組 B組 C組 Ｄ組
紫竹山

南万代

1

(第一シード) (第一シード) (第一シード) (第一シード) 上所

kF3 bandai12 新津 紫竹山 鳥屋野

2

(第二シード) (第二シード) (第二シード) (第二シード) 桜が丘

桜が丘 ＢＷ アスルクラロ 上所 山潟

3 舞FFC 鳥屋野 UNITE 南万代 女池

4 女池 豊照 山潟 鏡淵 豊照

5 小須戸 浜浦 亀田 浜浦
期
日
会
場

1/12(土) 1/13(日) 1/14(月祝) 1/14(月祝) 舞FFC

みどりと森
屋内コート

潟東体育館 秋葉区体育館 潟東体育館 UNITE

亀田

【組み合わせ 決定方法】 ＢＷ

○　抽選により決定する。（抽選予定日：12/4(火)19:00～、市陸上競技場２F第４会議室） 新津

○　シード権 、前年度 バーモントカップ新潟地区中ブロック二次予選における 小須戸

　上位８チーム（各組４位まで）に与え、そ うち決勝リーグ 上位４チームを第一 kF3

　シード、そ 他 ４チームを第二シードとする。 bandai12

　　＜2018シードチーム＞ 鏡淵

第１シード：bandai12ジュニア、ｋＦ３、新津サッカースポーツ少年団、紫竹山FC アスルクラロ

第２シード：セレッソ桜が丘、FCブルーウイング、FCアスルクラロ新潟、上所サッカークラブ

※アルビレックス新潟U-12 不参加 ためシードから外す

※シードチーム 順位 新津カップ中ブロック予選と毎日・スポニチ杯 勝点、得失点差を用い算出

＜幹事チーム（第１シードチーム）へ 依頼＞
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（１）期日、会場が決定又 変更となった場合 、随時、総務委員にお知らせください。

（２）一次予選が終了したら、結果をすみやかに（出来れ 当日中）電子メールで総務委員に

　報告してください。（報告様式 任意、メール べた打ちでも可）

（３）一次予選当日 会場使用手続（使用料 支払いを含む）を対応願います。

スケジュール

【Ａ組】 （10-5-10分、ランニングタイム）

Ａ組

時間 対戦カード 審　判

08:50 代表者会議

09:00 会場設営、アップ開始

① 10:00 kF3 桜が丘 舞FFC 女池

② 10:35 舞FFC 女池 kF3 桜が丘

③ 11:10 小須戸 kF3 舞FFC 桜が丘

④ 11:45 桜が丘 女池 kF3 小須戸

⑤ 12:20 舞FFC 小須戸 桜が丘 女池

⑥ 12:55 kF3 女池 小須戸 舞FFC

⑦ 13:30 桜が丘 小須戸 女池 kF3

⑧ 14:05 kF3 舞FFC 桜が丘 小須戸

⑨ 14:40 女池 小須戸 舞FFC kF3

⑩ 15:15 桜が丘 舞FFC 女池 小須戸

15:40 あとかたづけ

【Ｂ組】 （10-5-10分、ランニングタイム）

Ｂ組

時間 対戦カード 審　判

08:50 代表者会議

09:00 会場設営、アップ開始

① 10:00 bandai12 ＢＷ 鳥屋野 豊照

② 10:35 鳥屋野 豊照 bandai12 ＢＷ

③ 11:10 浜浦 bandai12 鳥屋野 ＢＷ

④ 11:45 ＢＷ 豊照 bandai12 浜浦

⑤ 12:20 鳥屋野 浜浦 ＢＷ 豊照

⑥ 12:55 bandai12 豊照 浜浦 鳥屋野

⑦ 13:30 ＢＷ 浜浦 豊照 bandai12

⑧ 14:05 bandai12 鳥屋野 ＢＷ 浜浦

⑨ 14:40 豊照 浜浦 鳥屋野 bandai12

⑩ 15:15 ＢＷ 鳥屋野 豊照 浜浦

15:40 あとかたづけ

【Ｃ組】 （10-5-10分、ランニングタイム）

Ｃ組

時間 対戦カード 審　判

08:50 代表者会議

09:00 会場設営、アップ開始

① 10:00 新津 アスルクラロ UNITE 山潟

② 10:35 UNITE 山潟 新津 アスルクラロ

③ 11:10 亀田 新津 UNITE アスルクラロ

④ 11:45 アスルクラロ 山潟 新津 亀田

⑤ 12:20 UNITE 亀田 アスルクラロ 山潟

⑥ 12:55 新津 山潟 亀田 UNITE

⑦ 13:30 アスルクラロ 亀田 山潟 新津

⑧ 14:05 新津 UNITE アスルクラロ 亀田

⑨ 14:40 山潟 亀田 UNITE 新津
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⑩ 15:15 アスルクラロ UNITE 山潟 亀田

15:40 あとかたづけ

【Ｄ組】 （10-5-10分、ランニングタイム）

Ｄ組

時間 対戦カード 審　判

08:50 代表者会議

09:00 会場設営、アップ開始

① 10:00 紫竹山 上所 南万代 鏡淵

② 10:35 南万代 鏡淵 紫竹山 上所

③ 11:10 休憩 or フレンドリー

④ 11:45 紫竹山 南万代 上所 鏡淵

⑤ 12:20 上所 鏡淵 紫竹山 南万代

⑥ 12:55 休憩 or フレンドリー

⑦ 13:30 紫竹山 鏡淵 上所 南万代

⑧ 14:05 上所 南万代 鏡淵 紫竹山

⑨ 14:40 終了 or フレンドリー

⑩ 15:15 終了 or フレンドリー

15:40 あとかたづけ
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バーモントカップ第29回(2018年) 一次予選対戦表  
：入力セル

A組 kF3 桜が丘 舞FFC 女池 小須戸 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

kF3
① ⑧ ⑥ ③

桜が丘

① ⑩ ④ ⑦

舞FFC
⑧ ⑩ ⑧ ⑤

女池

⑥ ④ ⑧ ⑨

小須戸

③ ⑦ ⑤ ⑨

：入力セル

B組 bandai12 ＢＷ 鳥屋野 豊照 浜浦 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

bandai12
① ⑧ ⑥ ③

ＢＷ

① ⑩ ④ ⑦

鳥屋野

⑧ ⑩ ⑧ ⑤

豊照

⑥ ④ ⑧ ⑨

浜浦

③ ⑦ ⑤ ⑨

：入力セル

C組 新津 アスルクラロ UNITE 山潟 亀田 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

新津

① ⑧ ⑥ ③

アスルクラロ

① ⑩ ④ ⑦

UNITE
⑧ ⑩ ⑧ ⑤

山潟

⑥ ④ ⑧ ⑨

亀田

③ ⑦ ⑤ ⑨
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バーモントカップ第29回(2018年) 一次予選対戦表  
：入力セル

D組 紫竹山 上所 南万代 鏡淵 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

紫竹山

① ④ ⑦

上所

① ⑧ ④

南万代

④ ⑧ ②

鏡淵

⑦ ④ ②
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【二次予選リーグ】

１　実 施 日 2019年 2月2日（土）

　　
２　会　　場 秋葉区総合体育館 指定区域内全面禁煙

新潟市秋葉区程島2009 ＜喫煙所廃止について＞ （別紙参照）

３　実施方法

　　12チームを、６チーム(３チーム×２ブロック) ２組に分け、リーグ戦を行い、

　ブロック内 順位 要項 「順位決定方法」により決定する。

　　そ 後、ブロック 同順位チームによる順位決定戦を行い、 各組 ３位までが

　決勝リーグに進出 する。

　　なお、順位決定戦において、時間内で勝敗が決しない場合 県大会に準じ延長

　戦をせず、互いに３人ずつ ＰＫ方式で勝敗を決する。４人目以降 サドンデス

　とする。

４　組み合わせ

Ｅ組 Ｆ組

Ⅰブロック Ⅱブロック Ⅰブロック Ⅱブロック

1 Ａ１位 Ｃ１位 Ｂ１位 Ｄ１位

2 Ｂ２位 Ｄ２位 Ｃ２位 Ａ２位

3 Ｃ３位 Ａ３位 Ｄ３位 Ｂ３位

５　スケジュール（10-5-10分、ランニングタイム）

時間
ピッチ（入口からみて左側） ピッチ（入口からみて右側）

対戦カード 審　判 対戦カード 審　判

08:50 代表者会議

09:00 会場設営（ゴール 移動）、アップ開始 0:10

① 10:00 Ａ１位 Ｂ２位 Ｄ１位 Ｂ３位 Ｃ１位 Ｄ２位 Ｂ１位 Ｄ３位 1:00

② 10:40 Ｂ１位 Ｃ２位 Ｃ１位 Ｄ２位 Ｄ１位 Ａ２位 Ａ１位 Ｂ２位 0:40

③ 11:20 Ｂ２位 Ｃ３位 Ｄ１位 Ａ２位 Ｄ２位 Ａ３位 Ｂ１位 Ｃ２位 0:40

④ 12:00 Ｃ２位 Ｄ３位 Ｄ２位 Ａ３位 Ａ２位 Ｂ３位 Ｂ２位 Ｃ３位 0:40

⑤ 12:40 Ａ１位 Ｃ３位 Ａ２位 Ｂ３位 Ｃ１位 Ａ３位 Ｃ２位 Ｄ３位 0:40

⑥ 13:20 Ｂ１位 Ｄ３位 Ｃ１位 Ａ３位 Ｄ１位 Ｂ３位 Ａ１位 Ｃ３位 0:40

　休憩後、順位決定戦

⑦ 14:20 EⅠ3位 EⅡ3位 FⅠ1位 FⅡ1位 FⅠ3位 FⅡ3位 EⅠ1位 EⅡ1位 1:00

⑧ 15:00 EⅠ2位 EⅡ2位 FⅠ3位 FⅡ3位 FⅠ2位 FⅡ2位 EⅠ3位 EⅡ3位 0:40

⑨ 15:40 EⅠ1位 EⅡ1位 FⅠ2位 FⅡ2位 FⅠ1位 FⅡ1位 EⅠ2位 EⅡ2位 0:40

16:10 組合せ抽選会、あとかたづけ（ゴール 移動） 0:30

E組

EⅠ3位 EⅠ3位

－

EⅡ3位 EⅡ3位
－

0 － 0
PK

EⅠ2位 EⅠ2位

－

EⅡ2位 EⅡ2位
－

0 － 0
PK

EⅠ1位 EⅠ1位

－

EⅡ1位 EⅡ1位
－

0 － 0
PK

F組

FⅠ3位 FⅠ3位

－

FⅡ3位 FⅡ3位
－

0 － 0
PK
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FⅠ2位 FⅠ2位

－

FⅡ2位 FⅡ2位
－

0 － 0
PK

FⅠ1位 FⅠ1位

－

FⅡ1位 FⅡ1位
－

0 － 0
PK

※１　選手登録証 み確認します 。（確認方法 次ページ とおり）

※２　主審、副審 当該チームで決めてください。

※３　アップ場（ピッチ２） 譲り合って利用してください。

※４　試合用コート 試合開始15分前から次試合 チーム みが使用できることと

　　します。（第１試合前及び休憩中 試合開始15分前まで全チームが使用可能）

※５　各組３位チーム 決勝リーグ 組合せ抽選を行います で、代表者

　　順位決決戦後、本部（ロビー）に集まってください。

６　そ 他

（１）施設利用料（3,000円／チーム） 、本部にお届けください。

（２）会場設営及びあとかたづけ ため、各チームから２人出してください。

（３）得点係を、試合 当該チームから各１人出してください。

（４）会場使用上 注意事項 次 とおりです。。

　　ア　荷物置き場 、観覧席をご利用ください。

　　イ　観覧席以外で 試合観戦 出来ません。特にピッチ１及び３脇 回廊から 観

　　　戦 厳禁です。（他 大会で観覧者が足で壁を損傷する事案が生じたため）

（５）駐車台数 制限 ありません。ただし、積雪 状況によって 駐車できない場合

　　があります で、そ 場合 乗り合わせを考慮願います。

【選手登録証 確認方法（二次予選リーグ）】

　　チーム数が多い で、選手登録証 み確認します。

　　確認 、原則として各チーム 初 試合 開始30分前までに、施設内にいる大会

　役員（総務委員） 前で行ってください。

　＜選手登録証＞

　　・　選手 選手登録票を持ち、背番号順に並んでください。（ユニ 着用 不要）

　　・　選手登録票を顔 脇に掲示しながら、大会役員に「背番号、氏名」を伝えてく

　　　ださい。（大きな声で）

　＜ユニフォーム・審判員証＞

　　　確認 しませんが、各チームにおかれて 適正な取扱いをされるようご留意願い

　　ます。



－－

バーモントカップ第29回(2018年) 二次予選対戦表  
：入力セル

Ｅ組Ⅰブロック Ａ１位 Ｂ２位 Ｃ３位 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

Ａ１位

① ⑤

Ｂ２位

① ③

Ｃ３位

⑤ ③

：入力セル

Ｅ組Ⅱブロック Ｃ１位 Ｄ２位 Ａ３位 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

Ｃ１位

② ⑥

Ｄ２位

② ④

Ａ３位

⑥ ④

：入力セル

Ｆ組Ⅰブロック Ｂ１位 Ｃ２位 Ｄ３位 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

Ｂ１位

① ⑤

Ｃ２位

① ③

Ｄ３位

⑤ ③

：入力セル

Ｆ組Ⅱブロック Ｄ１位 Ａ２位 Ｂ３位 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

Ｄ１位

② ⑥

Ａ２位

② ④

Ｂ３位

⑥ ④



－－

【決勝リーグ】

１　実 施 日 2019年 2月9日（土）

　　
２　会　　場 みどりと森屋内コート

新潟市西区板井1018-1

３　実施方法

　　６チームを、３チーム×２ブロックに分けリーグ戦を行い、ブロック内 順位

　要項 「順位決定方法」により決定する。

　　そ 後、ブロック 同順位チームによる順位決定戦を行い、 上位 ３位までが

　県大会に出場する。

　　なお、順位決定戦において、時間内で勝敗が決しない場合 県大会に準じ延長

　戦をせず、互いに３人ずつ ＰＫ方式で勝敗を決する。４人目以降 サドンデス

　とする。

４　組み合わせ

Ⅰブロック Ⅱブロック

1 Ｅ１位 Ｆ１位

2 Ｆ２位 Ｅ２位

3 Ⅰ－３ Ⅱ－３ ※３位チーム 組合せ 抽選による。

５　スケジュール（10-5-10分、ランニングタイム）

時間
ピッチ（入口側）※入口奥側 アップ場

対戦カード 審　判

08:50 代表者会議

09:00 会場設営（ゴール 移動）、アップ開始 0:10

① 10:00 Ｅ１位 Ｆ２位 Ｆ１位 Ⅱ－３ 1:00

② 10:40 Ｆ１位 Ｅ２位 Ｅ１位 Ｆ２位 0:40

③ 11:20 Ｆ２位 Ⅰ－３ Ｆ１位 Ｅ２位 0:40

④ 12:00 Ｅ２位 Ⅱ－３ Ｆ２位 Ⅰ－３ 0:40

⑤ 12:40 Ｅ１位 Ⅰ－３ Ｅ２位 Ⅱ－３ 0:40

⑥ 13:20 Ｆ１位 Ⅱ－３ Ｅ１位 Ⅰ－３ 0:40

　休憩後、順位決定戦

⑦ 14:20 Ⅰ３位 Ⅱ３位 Ⅰ１位 Ⅱ１位 1:00

⑧ 15:00 Ⅰ２位 Ⅱ２位 Ⅰ３位 Ⅱ３位 0:40

⑨ 15:40 Ⅰ１位 Ⅱ１位 Ⅰ２位 Ⅱ２位 0:40

16:10 あとかたづけ（ゴール 移動） 0:30

Ⅰ3位 Ⅰ３位

－

Ⅱ3位 Ⅱ３位
－

0 － 0
PK

Ⅰ2位 Ⅰ２位

－

Ⅱ2位 Ⅱ２位
－

0 － 0
PK

Ⅰ1位 Ⅰ１位

－

Ⅱ1位 Ⅱ１位
－

0 － 0
PK

新潟地区 /中ブロック県大会出場チーム

１位

２位

３位



－－

※１　選手登録証、ユニフォーム及び審判証 確認 、原則として各チーム 初

　　 試合 開始30分前までに本部で行います。

※２　主審、副審 当該チームで決めてください。

※３　アップ場（ピッチ１又 ３） 譲り合って利用してください。

※４　試合用コート 試合開始15分前から次試合 チーム みが使用できることと

　　します。（第１試合前及び休憩中 試合開始15分前まで全チームが使用可能）

　　　なお、ハーフタイムが短い で、次試合 チーム 使用できません。

６　そ 他

（１）施設利用料（4,000円／チーム） 、本部にお届けください。

（２）会場設営及びあとかたづけ ため、各チームから２人出してください。

（３）得点係を、試合 当該チームから各１人出してください。

（４）会場使用上 注意事項 次 とおりです。。

　　ア　荷物置き場 、観覧席をご利用ください。

　　イ　観覧席以外で 試合観戦 出来ません。特にピッチ１及び３脇 回廊から 観

　　　戦 厳禁です。（他 大会で観覧者が足で壁を損傷する事案が生じたため）

（５）駐車台数 制限 ありません。ただし、積雪 状況によって 駐車できない場合

　　があります で、そ 場合 乗り合わせを考慮願います。

【選手登録証等 確認方法（決勝リーグ）】

　　県大会時と同様 方法で確認を行います。

　　なお、不備があるからといって参加を認めないというも で なく、県大会で問題

　がないようにするため 予行演習と考えてください。

　　ただし、県大会で 一切、例外を認めてくれません 。

＜選手登録証＞

　　選手 正副いずれか ユニフォームを着用 うえ、本部に集合してください。

　（寒い で防寒具を着用したままでよいです。）

　①エントリー票と 照合

　　・　選手 選手登録票を持ち、背番号順に並んでください。

　　・　背番号が見えるようにしながら大会役員に「背番号、氏名、生年月日（西暦）」

　　　を伝えてください。（大きな声で）

　②顔写真 照合

　　・　選手登録票を大会役員に手渡し、顔を役員に見せてください。

　　・　大会役員 選手登録票 顔写真と本人 顔を照合した ち、選手登録票を本人

　　　に返却します。

　※１　県大会で 役員２人で確認する場合もあり、そ 場合 、上記①②を同時に行

　　　います。

　※２　県大会当日に選手登録票を持参しないなどで大会本部 確認がされない選手 、

　　　大会へ 参加を認められない で十分に注意してください。

＜ユニフォーム＞

　・　エントリー票に登録されたユニフォーム 色か確認します。

　・　選手が着用していないユニフォーム ＦＰ、ＧＫとも１人分（シャツ、パンツ及

　　びソックス）を持参してください

＜審判員証＞

　・　当日、審判をされる方全員 確認が必要です。

　・　本部 受付簿に級と氏名を記載し、大会役員に審判員証（写真付き）を提示して

　　ください。

　※　要項上、フットサル審判員資格を有する者 帯同が県大会へ 参加資格となって

　　いる で、県大会当日に審判員証を持参しないなどで大会本部 確認がされない場

　　合 、チーム自体が大会へ 参加を認められない で十分に注意してください。



－－

第26回(2018年)東北電力杯新潟県少年フットサル大会　決勝対戦表

：入力セル

Ⅰブロック Ｅ１位 Ｆ２位 Ⅰ－３ 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

Ｅ１位

① ⑤

Ｆ２位

① ③

Ⅰ－３

⑤ ③

：入力セル

Ⅱブロック Ｆ１位 Ｅ２位 Ⅱ－３ 勝 点 得 点 失 点 得失差 順 位

Ｆ１位

② ⑥

Ｅ２位

② ④

Ⅱ－３

⑥ ④



－－

よくあるご質問（ＦＡＱ）

※回答はすべて県協会第４種委員会の見解

2017.05.03　新潟地区 /中ブロック総務委員   赤字追記

Ｑ１　大会登録選手の変更・追加

　　　大会 参加申込書に登録した選手 変更・追加にあたって 注意点 なにか。

（回答）

　　大会要項 定めるところによるが、基本的な取扱い 次 とおり

　１　選手の変更・追加が認められる場合

選手 変更 選手 追加

要件 　原則として、怪我及び体調 不良等で交替が止むえ
ない場合に限る。（実施期間が長期にわたる、こくみん
共済リーグ 除く。）
　なお、怪我、病院以外 理由による変更 総務委員
に照会願いたい。

　大会要項に定める登録人数
上限まで 、追加が可能である。

手続 　あらかじめ所定書類を総務委員に提出すること。 　あらかじめ所定書類を総務委員
に提出すること。

　２　その他

　（１）選手 移籍

　　　　同一大会で別チームに登録された選手を登録すること できない。

　　　　例え 、同一団体から複数チームをエントリーした場合、Ａチームか

　　　らＢチームへ 移籍 認めらない。

　　　　※　実施期間が長期にわたる、こくみん共済リーグ 除く。

　（２）選手 背番号

　　　　参加申込時 背番号が当該選手 固有番号となる で、そ 後 変更 認められない。

　　　　選手 変更及び追加 場合 、登録されていない番号を新たに付すこと。　

Ｑ２　協会の選手登録申請中であった選手の取扱い

　　　大会参加申込時にサッカー協会へ 選手登録申請中であった選手が、

　　登録番号を取得した場合 取扱い ？

（回答）

　　参加申込書に選手登録番号を追記し、

　・参加申込期限前なら 、大会参加申込先にメール送信する。

　・参加申込期限後なら 、総務委員にメール送信する。

　　（大会事務局に 総務委員から連絡する。）



－－

Ｑ３　複数チームの大会参加

　　　サッカー協会登録チームから複数チームが大会参加すること 可能か。

　　　また、そ 際 注意点 何か。

（回答）

　　大会要項 定めるところによるが、基本的な取扱い 次 とおり

　１　複数参加の可否

　　　サッカー協会登録チームで、参加が可能なチーム数 大会によって異なる。

サッカー協会登録チームで、
複数 チームが参加可能

サッカー協会登録チームで、
１つ チームが参加可能

U-12 ・U-12リーグ ・全少 ・新潟県選手権 ・東北電力杯

U-11 ・新津カップ ・バーモント

U-10 ・県民共済カップ

U-8 ・キッズフェスU-8

　２　注意点

　（１）サッカー協会登録チーム

　　　　同一 団体でも、複数 チームを登録すること 可能である。

　　　　手続 、毎年度末に翌年度 チーム登録申請を行う際に、複数チーム

　　　登録申請を行い認められることが必要である。

　　　　なお、手続 時期 年度末 みで年度途中 できない。

　（２）監督及び帯同審判員 登録

　　　　大会 参加申込書に記載する監督及び帯同審判員 チームごとに定める

　　　ことが必要である。（兼務不可）

　（３）登録選手 チーム間移籍

　　　　同一大会で別チームに登録された選手を登録すること できない。

　　　　例え 、同一団体から複数チームをエントリーした場合、Ａチームか

　　　らＢチームへ 移籍 認めらない。

　　　　※　実施期間が長期にわたる、こくみん共済リーグ 除く。

Ｑ４　帯同審判員

　　　大会要項で帯同審判員が定められているが、各大会で必要な資格 なに

　　か。

（回答）

　　ＪＦＡ 審判及び審判指導者に関する規則第５条で 「主審について、県

　大会 ３級以上、地区（ブロック）大会 ４級以上 有資格者でなけれ な

　らない」と規定されているが、県協会主催 各大会で 取扱い 次 とおり

大会名 県　大　会 地区大会

全少
サッカー３級審判員１人以上、４級審判員１人以
上、計２人以上を帯同

３人
審判制

なし



－－

新津カップ
サッカー３級審判員１人以上を帯同

１人
審判制

各地区（ブロック）
取扱いによる。

県民共済カップ

新潟県選手権 サッカー４級審判員１人以上を帯同（フェスな で
JFA規則を適用しない）

１人
審判制キッズフェスU-8

東北電力杯
フットサル４級審判員１人以上を帯同 －

バーモント

U-12リーグ なし

Ｑ５　ＦＰユニとＧＫユニの併用

　　　育成段階で ゴールキーパーを固定したくない で、フィールドプレー

　　ヤー ユニフォームをゴールキーパーと併用すること 可能か。

　　　具体的に 、フィールドプレーヤーがファーストユニ着用時に、ゴール

　　キーパーがセカンドユニを着用するも 。

（回答）

　　県協会主催大会において 、併用 出来ない。

　　対応 、次 いずれかによること。

　・　フィールドプレーヤー ユニフォームと異なる色彩 ゴールキーパー

　　ユニフォームを２色用意する。

　・　フィールドプレーヤー ユニフォームを４色用意する。

　＜理由＞

　　サッカー競技規則第４条に違反する場合が想定されるため。

　　　例：　フィールドプレーヤーがファースト 赤、ゴールキーパーがセカ

　　　　　ンド 白を使用しようとしたが、対戦相手 フィールドプレーヤー

　　　　　 ユニが白だと、当該ゴールキーパー 着用するユニがなくなって

　　　　　しまう。

　　　・サッカー競技規則第４条

　　　　　それぞれ ゴールキーパー 、他 競技者、主審、副審と区別でき

　　　　る色 服装を着用しなけれ ならない。

Ｑ６　パワープレー時のユニフォーム（フットサル）

　　フットサル競技規則で 、「ゴールキーパーに代わる競技者、ジャージー

　を着用しなけれ ならない。」、また、「ゴールキーパー 、他 競技者、

　主審・第２審判および副審と区別 つく色 服装をしなけれ ならない。」

　と規定されている。

　　そこで、やむを得ずあるい 戦術的に、キーパージャージを持たないフィ

　ールドプレーヤーをゴールキーパーとしなけれ ならない場合、そ フィー

　ルドプレーヤー ユニフォーム アウェイユニフォームとしてよいか。

（回答）



－－

　　戦術的等にフィールドプレーヤーがパワープレーをする際 ゴールキーパー ユニ

　フォームについて 、次 ①～③とする。（ビブスで 出場 認めない。）

  ①　ゴールキーパーと同じユニフォームで、自分 背番号と同じも を使用する。

  ②　ゴールキーパーと同じユニフォームに自分 背番号と同じ番号 布を張り使用す

　　る。

  ③　自分 背番号と同じサブユニフォームを使用する。

　　　ただし、サブユニフォームを使用する際 相手チーム フィールドプレーヤー及

    びゴールキーパーと異なる色とし、試合開始前に主審及び相手チーム 了承を得た

　　場合に限る。　　

　　※　中ブロック予選において 、試合開始前に主審及び相手チーム 了承を得た場

　　　合に限り、ビブスで 出場を認める（ユニフォームと同じ番号が望ましい）。

　　　

Ｑ７　競技者の背番号（フットサル）

　　フットサル競技規則 解釈と審判員 ため ガイドラインで 、「競技会

　規定 競技者 背番号について規定しなけれ ならず、通常 １から 15が使

　用され、１番 ゴールキーパー ために用意される。」とあるが、ゴールキ

　ーパー １番でなけれ ならない か。　

　　また、背番号 飛んで だめな か。（例：２、４、10、11・・・）

（回答）

　　バーモントカップや東北電力杯 県大会要項で 規定していないが、ゴールキーパー

　 １番以外を認めないということ ない。

　　また、背番号 連番についても「好ましい」という程度 も である。

　　ちなみに、バーモントカップ全国大会 実施要項で 、「選手番号について １から

　99まで 整数とし、０ 認めない」と規定されている。

　　※サッカー 場合も、 JFAユニフォーム規程で同様に規定されている。


