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実施要項

［:大会趣旨］

○松木氏（故人、元東京ベルデイ監督松木安

　　太郎氏の父）の少年サッカーに肘する功績

　　をたたえるとともに､松木氏の遺志を受け、

　　サッカーを通しての人間育成を図る。

○　６年生の活躍の場とするとともに６年生の

　　技術戦術の向上、チーム相互の親睦の場と

　　する。

　１．大会名　第３０回松木杯争奪少年ｻｯｶｰ太
　　　　　　会

　２．主催市川市ｻｯｶｰ協会

　３．主管市川市ｻｯｶｰ協会第４種委員会

　４．後援市川市教育委員会

　５．協賛（株）ＳＳＫ

　６．大会日程

　　８月２０日（土）

　　　開会式　　　　　　　　８：３０～

　　　各会場で予選リーグ　１０：３０～

　　　　　（国府台ｽﾎﾄﾞｿｾﾝｸｰ　９：３０～）

　　８月２１日（目）

む　各会場で予選リーグ　９つ禎　　（中国分ｽﾎﾟｰﾂ広場
００～

ＩＯ：ＯＯ～）

　８月２７日（土）準々決勝・準決勝・決勝

（１位国府台ｽﾎﾄﾞｿｾﾝﾀｰ･２位中国分ｽﾎﾟｰﾂ広場）

　８月２８日（日）予備日

　　　（国府台ｽﾎﾟﾘｾﾝﾀｰ・中国分ｽﾎﾟｰﾂ広場）

７．会場

　・国府台ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・大野小・柏井小・菅野

　小・富美浜小・南新浜小（４チーム）・大洲

　小（二俣小）・中国分スポーツ広場
※ 国府台sc(皿l怠Ji)中国分sH(i==c
平田)担当　　　　　　　　‾

８

９

　　平田）

．参茄買1各

参加チーム（市内）市川市サッカー協会

第４種委員会に加盟登録すること。
大会参加者は市川市サッカー協会第４種
委員会に個人登録すること。

大会参加者は全員ｽﾎﾟｰｯ安全協会障害保

険に加入のこと。
大会参加者は全員保護者の承諾を得てい

ること。
６年生以下の選手で構成されているチー

ムであること。

匹規則

競技規則は、日本ｻｯｶｰ協会規定による。

１１人制サッカー

試合時間は、予僊り一グは、２０分－５



１

分－２０分、決勝ﾄﾅﾒﾝﾄは、１５分－

５分－１５分とする。

　

６学年を必ず先発させること。

競技中の選手の血趾止血とする。

試合球は４号使用。

競技場のｾﾝｸ紆やﾚは少年用半径７ｍとし

ゴールエリアはゴールライン上を外へ４

ｍ、中へ４ｍ。ペナルティエリアは、ゴ

ールライン上を外へ１１ｍ、中へ１ １ｍ。

国府台SC、中国分SHはペイントされた

ラインを使用する。

ペナルティマークは、８ｍ。

　
退場処分を受けた選手は，次の試合には

出場できないものとする。
０．試合方法

（１）予選リーグ

・参加チームを８ブロックに分け、上位１チ

　ームをリーグ戦にて決定する。

（２）決勝トーナメント
　・予選リーグ通過８チームでトーナメント

　戦を行う。　１位は国府台スボーツセンタ

ゝ=｡-｡－

る

。

2ｲ立は中国分スポーツ広場会場とす

・同点の場合はＰＫ戦（５人ずつ蹴り、６

　人目からｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｺﾍﾞﾚとなる通常のもの）
　　　　　　　　　　　　　　　＝　　-･．
にて上位進出チームを決める。ただし、

優勝決定職のみ、延長戦を５分休んすご後

１０分間（５分－５分）行う。尚決定し

ない場合はＰＫ職にて決定する。３位決

定職は行わない。

　（３）　ｱﾛｯｸ代表の選び方

　・リーグ戦を行い､次のような勝ち点を与え、

　　順位を決定する。

　　勝ち－３点　引き分け－１点　負けー〇点
　・勝ち点が同じ場合は次の順で順位を決定す

　　る。
　　①得失吋差②総得点③対戦成績

　　④ＰＫ戦
　・３チームがＰＫ戦を行う場合は巴戦とする。

１１．運営方法

　（１）審判について

・各トﾑ１名審判員を派遣し、第１試合３０分

　前に会場に集合し、打ち合わせを行う。

・予選トダ会場では、審判割当てに従い試合の

　ないチームが審判を行う。

・決勝ﾄﾅﾒﾝﾄでは準々決゛４試合の審判を行う。

・審判服は必ず兼用する。

・国府台スポーツセンクー会場は，各チーム２

　個の試合球を用意し,状況に応じてボールを

　入れ替え，試合の進行に配慮する。

　（２）その他

・各チームュニホームは２着用意する。

・各チーム指導者のベンチ入りは３名とする。

　　　　　　　　　　　　　’“　～　■　･“l.-｡　－　●-

’ｺｽﾞ儒りヽ、でTvﾉ　ｙ ｙ ４９､､μλＨ’っＭ必⌒､-//y､/､－
　区別する。アップの場所やトイレ等の確認も

　する。

・会場には絶対迷惑をかけないように、ゴミ等

　の始末をきちんとする。喫煙は会場で指定さ

　れた場所で行う。

・車の駐車については会場の指示に従うこと、

　所定の場所以外の駐車は厳禁とする。会場付

　近の路上駐車も薮禁とする。

・駐車をする際車のフロントガラスにチーム名、

　氏名を明示すること。

・開会式準備には各支部より駐本橋係をお願い

　する。

・会場責任者は試合結果を至急ＦＡＸで報告す

　る。

　　事務局　江口明子

　　第４種委員会事務所　３２４－３２０７

・２位決勝トー-ナメントは中匡1分スポーツ広場

　で敢闘賞の表彰を行う。

１２．表彰

（１）１位トーナメント

　･優　勝…松本杯　トロフィヽ一　賞状　メダ

　　　　　　ル

　‘璋1ｲ憂勝‥‘トロフィー゛

　’３　ｲ立‥’トロフィー

（２）２位トーナメント

　・敢闘賞　　トロフィー

１３．試合決定

リーグ戦開催日

賞状

賞状

　賞状

メダル

メダル

午前７時決定

　　　石原一幸→会場責任者←出場チーム

　・決勝トーナメント　　午前７時決定

　　　石原一幸→出場チーム

１４．その他
　・開会式ではプラカードを使用する。白地に

　　黒でチーム名を記入する。

　・開会式には必ず参加選手全員参加すること

　・二回目からの開催になった場合、開会式は

　　行わない｡試合開始時刻は２回目予定とす

　　る。
　・大会当日は大会本部をスポヽ－ツセンクーに

　　置き、必要のある場合は必ず委員長に連絡

　　をとる。第４種委員長　石原　孝幸

　　　　　　０９０－１１０２－３０７８



１５．大会事務局

　（１）＜第４種委員会事務局＞

　〒272-0031

　　市川市平田２-８-７-１ ０６

�０４７－３２４－３２０７（ＦＡＸ兼用）

　　決勝トーナメント組み合わせ

予選１位　国府台スポーツセンター会場

予選２位　中国分スポーツ広場会場

試
合
会
場
と
試
合
開
始
時
刻

（２）大会担当　　石原　一幸

大会

携帯

事務担当　石原一幸

０　９　０ ２６２３－６５８５

８月２７日比）予備日　８月２８日（日）

国府台スポーツセンター会場 中国分スポーツ広場会場

試合開始時刻 審判 試合開始時刻 審判

① ９：００ E1位F1位 ① １０：００ E2位F2位

② ９：４０ G1位H1位 ② １０：４０ G2位H2位

③ １０：２０ A1位B1位 ③ １ １ ： ２０ A2位B2位

④ １１：００ C1位D1位 ④ １２：ＯＯ C2位D2位

⑤ １ １ ： ４０ 審判委員会 ⑤ １２：４０ 江)②の負け

⑥ １２ ：２０ 審判委員会 ⑥ １３ ： ２０ ③④の負け

⑦ １３：２０ 審判委員会 ⑦ １４：２０ ⑤⑥の負け
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