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平成Ｚ１年度　第Ｚ６鹿北総ミニサッず1－3年生大会実施専鍋

１　日　　時

・　主　　催

■　大会方式

Ｉ　参加資格

■　会 場

予選リーグ　　　　平成２１年１１月２９日

　　　　　予備日　平成２１年１２月　６日

決勝トーナメント　平成２１年１２月　６日

　　　　　予備日　平成２１年１２月１３日

北総サッカー連盟　会　長　　秋元　貞雄

　　　　　　　　　理事長　　横田　吉生

予選　リーグ戦方式

決勝　卜－ナメント方式

①出場申込クラブの選手であること

②スポーツ傷害保険に加入していること

③参加について保護者の同意を得ていること

(目)

(目)

(目)

(日)

会　　場　　名 責　任　者 連　絡　先

予選会場

本埜村立滝野小学校　　（１～３コー卜） 唐崎　敦好 0476－97－4247

印西市立木刈小学校　　（１～３コート） 塩津　裕一 0476－46－5423

決勝会場
白井市立清水口小学校（１～２コート）　　　　　　横田　吉生047－492－1664

　　注：各会場とも９：００より試合開始となりますが、詳細は組み合わせ表にてご確認

　　　　ください。

・　試合時間

　　別紙組み合わせ表に記載された試合時間にて行います。

■　開催・中止の決定について

　　小雨決行といたします。荒天等により延期するときは、午前７時までに各クラブ責任者

　　まで連絡いたします。

■　その他

　　①各会場の駐車スペースに限りがありますので最小台数でご来場ください。

　　　また、駐車場利用には駐車票が必要です。駐車票は各チーム３枚（３台分）お渡しし

　　　ます。なお、決勝トーナメント進出チームには、別の駐車票をお渡ししますので、予

　　　選終了後会場本部にて確認下さい。

　　　大型バスは駐車スペースの問題がありますのでご遠慮ください。また中小型の場合も

　　　スペースの関係で１台とは数えられない場合があります。バスをご利用になりたいク

　　　ラブは事前に会場責任者とご相談ください。

　　②駐車場内は最徐行してください。低学年の試合のため、小さなお子様が多く来場しま

　　　す。細心の注意を払って運転するようお願いします。

　　③かなり多い試合数を消化するため、スケジュールがきつくなっております。スムース

　　　な進行にご協力ください。

　　④各会場のごみは､各自でお持ち帰りください。また、会場内は禁煙となっております。

　　　公共の施設ですのでご協力をお願いします。

　　⑤試合中、チーム指導者以外の方の選手への指示等はご遠慮願います。また、過剰な応

　　　援、叱責、罵声等のないようにご注意ください。

　　⑥会場内では、各会場責任者の指示に従ってください。従わないときは、退場等お願い

　　　する場合があります。

　　⑦大会中、不明な点がありましたら、各会場本部まで問い合わせください。



■　競技規則

　　　　本大会は、フットサルの公式競技規則を３年生向けに簡素化したルールで行います。
　　　〈１〉試合時間
　　　　　　２３分（１０－３－↓Ｏ）
　　　〈２〉順位の決定
　　　　①予選リーグは勝点方式　　　勝＝３、引き分け＝１、負＝Ｏ　とする。
　　　　②勝点が同点の場合は、得失点差、総得点、対戦相手の勝者の順で決定する。
　　　　　　更に引き分けの場合は、各チームの３名によるＰＫ戦とする。それ以後はサドンデスＰ
　　　　　　Ｋ戦とする。
　　　　　　決勝トーナメントで前・後半で同点の場合は、各チームの３名によるＰＫ戦とする。そ
　　　　　　れ以後はサドンデスＰＫ戦とする。
　　　　③予選各ブロック１位チームが、決勝卜一ナメントヘ進出する。
　　　〈３〉試合球
　　　　　　フットサルボール軽量球（大会本部にて用意）
　　　〈４〉細部競技規則
　　　　①　１チーム５人、うち１人はゴールキーパー。交換要員５人。競技成立最少人数は５人。
　　　　②選手の交代は、交代ゾーンから自由に交代できる。但しプレー中の選手が完全にコート
　　　　　　を出てから交代する。
　　　　③ゴールキーパーの交代は、アウトオブプレーの時に審判に通告して行う。
　　　　④キックオフからの直接のゴールインは認めない。その場合はキックオフをやり直すもの

　　　　　　とする。
　　　　⑤スローインではなく、キックインで競技が再開される。（間接フリーキック）
　　　　　　キックインの時、相手のプレーヤーは、ボールから５ｍ以上離れる。
　　　　　　ボールはラインに静止させる。走り込んで蹴ってもよい。立ち足は、ライン上又はライ
　　　　　　ンの外に置く。（違反した場合は相手チームのキックイン）
　　　　　　コーナーキックから直接得点することは可能。
　　　　⑥インプレー中にゴールキーパーがキャッチしたボールは、蹴ってはいけない。
　　　　　　また、ゴールラインを超えた場合は、ゴールクリアランス（投げる）とする。
　　　　　　但し、ノーバウンドで、ハーフラインを超えてはならない。
　　　　　　越えた場合は、ハーフライン上の任意の地点から、相手側の間接フリーキック。
　　　　⑦　ＰＫの場合、プレーヤーは、ゴールエリアに入ってはいけない。
　　　　⑧ゴールエリア内からのシュートによるゴールインは認められる。
　　　　⑨ゴールキーパーのゴールエリア外でのプレーは認められる。
　　　　⑩　４秒ルールは適用しないが、速やかな再開を行う。
　　　　⑥その他の規則は、本年度全日本少年サッカー大会の規則に準ずるが、
　　　　　　ショルダーチャージとプレーヤーヘのスライディングタックルは禁止。
　　　　　　違反した場合は、直接フリーキック。
　　　　⑩すね当ては必ず着用し、スパイクの使用は禁止する。
　　　　⑩審判は１名、コート内でのレフリングも可。
　　　　⑨複数のチームで参加するクラブは予選リーグ･決勝トーナメントを通して選手及びチー
　　　　　　ムの入れ替えは出来ない。

Ｉ　審

■表

判

① 予選リーグ・決勝トーナメントともに祖み合わせ表に審判担当を記載していますので
ご確認の上よろしくお願いします。

②　審判服の着用をお願いします。

彰

優勝：盾、賞状、メダル　　準優勝：賞状、メダル

第３位：賞状、メダル　　　第４位：賞状

各賞メダルは各チーム10個としますが、メダルの追加については

実費８００円十配送費程度で申し受けます。（後日郵送）

　　　　　　　　　　　　　　　　　大会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　北総サッカー連盟事務局　　波平　司

　　　　　　　　　　　　　　　　　〒273-2329　千葉県印旛郡本埜村滝野4-1-12-102

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL ・FAX　0476-97-2042

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊急時携帯　　080-3447-0309

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eﾒｰﾙ　　namihel@snow.plala.or.jp



予選リーグプログラム　11月29日(日)

滝野小学校会場【3コート】 １～３コート

予備日12月6日(日)

Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ･Ｆブロックチームの試合

試合時間 第1コート 第2コート 第3コート

①９：○○～

　～９：３０

錐ケ谷少年SC　　★　　市川K.I.FC FcゼンニチB★Fc八千?ｷｯｶ‾ｽﾞ 錐ケ谷蹴球会Ｂ　　★　　　高柳FC

【審判】　　　　順蹴FA 【審判】　　こてはし台SC A 【審判】　　　フォルマーレ

②９：３０～

　～１０：ＯＯ

勝田台ＦＣ Ａ　　★　　百合合SC A こてはし台SC B　★　鎌ケ谷蹴球会Ａ 白井富士FC B　　★　エステレーラSC A

【審判】　　FCゼンニチＡ 【審判】FC八千代台ｷｯｶｰｽﾞＢ 【審判】　　勝田台FC B

③10:○○⌒

　～10:30

市川K.I.FC　　★　　　　順蹴FA Fc八千?ｷｯｶ‾ｽﾞ★こてはし台ｓｃ Ａ 高柳FC　　　　★　　フオルマーレ

【審判】　　ﾊﾞﾘｪﾝﾃｵﾝｾFC 【審判】　　白井富士FC A 【審判】　　　　滝野FC

④ＩＯ：３０－

　～１ １：○○

百合合SC A　　★　　FCゼンニチＡ 鎌ケ谷蹴球会Ａ　★
FC八千代台ｷｯｶｰｽﾞ

　　　　Ｂ
エステレーラＳＣＡ　★　　勝田台ＦＣ Ｂ

【審判】　エステレーラSC B 【審判】　　　百合台SC B 【審判】　　白井富士FC B

⑤１１：ＯＯぺ

　～１ １：３０

順蹴FA　　　★　　ﾊﾞﾘｪﾝﾃｵﾝｾFC こてはし台SC A　★　　白井富士FC A フォルマーレ　　★　　　滝野FC

【審判】　　鎌ケ谷少年SC 【審判】　　FCゼンニチＢ 【審判】　鎌ケ谷蹴球会Ｂ

⑥１１：３０－

　～１２：○○

FCゼンニチＡ　　★　エステレーラＳＣ Ｂ FC八千代台ｷｯｶ‾ｽﾞ★　百合台ＳＣ Ｂ 白井富士FC B　　★　　勝田台FC B

【審判】　　勝田台FC A 【審判】　　こてはし台SC B 【審判】　エステレーラSC A

⑦１２：ＯＯ⌒

　～１２：３０

鎌ケ谷少年SC　　★　　　　順蹴FA FCゼンニチＢ　　★　　白井富士FC A 鎌ケ谷蹴球会Ｂ　　★　　フオルマーレ

【審判】　　　市川K.1.FC 【審判】FC八千代台ｷｯｶｰｽ’Ａ 【審判】　　　　滝野FC

⑧１２：３０－

　～１３：○○

勝田台ＦＣ Ａ　　★　　ＦＣゼンニチＡ こてはし合SC B　　★
FC八千代台ｷｯｶｰｽﾞ

　　　　Ｂ
高柳FC　　　★　　　滝野FC

【審判】　エステレーラSC B 【審判】　　　百合台SC B 【審判】　鎌ケ谷蹴球会Ｂ

⑨１３：ＯＯ⌒

　～１３：３０

市川K.I.FC　　★　　ﾊﾞﾘｪﾝﾃｵﾝｾFC Fc八千?ｷｯｶ‾ｽﾞ★　自弁富士FC A 鎗ケ谷蹴球会Ｂ　　★　　　滝野FC

【審判】　　鎌ケ谷少年SC 【審判】　　FCゼンニチＢ 【審判】　　　　高柳FC

⑩１３：３０－

　～１４：ＯＯ

百合台SC A　　★　エステレーラSC B 鍾ケ谷蹴球会Ａ　★　　百合台SC B

【審判】　　勝田台FC A 【審判】　　こてはし台SC B

⑨１４：ＯＯヽ

　～１４：３０

鎌ケ谷少年SC　　★　　八゛ﾘｪﾝﾃｵﾝｾFC FCゼンニチＢ　　★　　自弁富士FC A

【審判】　　　市川K.I.FC 【審判】FC八千代台ｷｯｶｰｽﾞＡ

⑩１４：３０－

　～１５：ＯＯ

勝田台ＦＣ Ａ　　★　エステレーラＳＣ Ｂ こてはし台SC B　★　　百合合SC B

【審判】　　　百合台SCA 【審判】　　鎌ケ谷蹴球会Ａ



　　　予選リーグ組合せ

滝野小学校会場【3コート】

第1ｺｰﾄ

Aﾌﾞﾛｯｸ

１１月29日(日)予備日12月６日(日)

Na.犬 鎌ケ谷少年SC 市川K.I.FC 順蹴FA パリェンテオンセFC

１ 鎌ケ谷少年SC 犬 1｛） ト⑦ 1一面

２ 市川K.I.FC 1-① 犬 ト③ 1-⑨

３ 順蹴FA 1-⑦ 1-③ 犬 1-⑤

４ パリェンテオンセFC 1嶮 1-⑨ ト⑤ 犬
第1コート

Ｂブロック

k 犬 勝田台FC A 百合台SC A FCゼンニチＡ エステレーラＳＣ Ｂ

５ 勝田台ＦＣ Ａ へ 1-② ト⑧ 1一面

６ 百合台SC A 1-② 犬 ト④ 1-⑩

７ ＦＣゼンニチＡ 1-⑧ 1-④ 犬 1-⑥

８ エステレーラＳＣ Ｂ 1-⑩ ト⑩ ト⑥ 犬
第2コート

Ｃブロック

Na. べ FCゼンニチＢ FC八千代台ｷｯｶｰｽﾞＡ こてはし台SC A 白井富士FC A

９ FCゼンニチＢ 犬 2-① 2-⑦ 2一面

10 FC八千代台ｷｯｶｰｽﾞＡ 2-① 犬 2-③ 2-⑨

11 こてはし台SC A 2-⑦ 2-③ 犬 2-⑤

12 白井富士FC A 2一面 2-⑨ 2娼） 犬

16

第２コート

Ｄブロック

百合台SC B

第3コート

Ｅブロック

2-⑩ 2-⑥

ｋ．犬 白井富士FC B エステレーラＳＣ Ａ 勝田台FC B

１７ 白井富士FC B へ 3-② 3-⑥

18 エステレーラＳＣ Ａ 3-② 犬 3-④

19 勝田台ＦＣ Ｂ 34） 3-④ べ
第３コート

Fブロック

2-⑩

-

2-⑩

一

2哺）

百合台SC B

N11.べ 鎌ケ谷蹴球会Ｂ 高柳FC フオルマーレ 滝野FC

20 鎌ケ谷蹴球会Ｂ へ 3-① 3-⑦ 3-⑨

21 高柳FC 3-① 犬 3-③ 3-⑧

22 フオルマーレ 3-⑦ 3-③ 犬 3-⑤

23 滝野FC 3噸） 3-⑧ 3-⑤ 犬
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