JFA 第 24 回全日本 U-15 フットサル選手権大会

１．目的

熊本県大会要項

世界の人に親しまれているフットサルを、生涯スポーツの一つとして普及・振興をするため
大会を開催し、その普及を図る。

２．主催

（一社）熊本県サッカー協会

３．主管

（一社）熊本県サッカー協会フットサル委員会

４．協力

未定

５．期日

【予選ラウンド】2018 年 8 月 11 日（土）
【決勝ラウンド】2018 年 8 月 12 日(日)

６．会場

大矢野総合体育館

７．参加資格
(1) フットサルチームの場合
① 公益財団法人日本サッカー協会（以下、
「JFA」とする。）に「フットサル 3 種」の種別で加盟登録した
単独のチームであること。
② 前項のチームに所属する 2003 年４月２日以降に生まれた選手であること。
（ただし、中学校在学中の
選手にはこの年齢制限を適用しない）

(2) サッカーチームの場合
① JFA に「3 種」の種別で加盟登録した単独のチームであること。
② 前項のチームに所属する 2003 年４月 2 日以降に生まれた選手であること。
（ただし、中学校在学中の
選手にはこの年齢制限を適用しない）

○外国籍選手登録は、1 チームあたり 4 名までの外国籍選手の登録を認める。 ただし、当 該外国籍選手
は、ITFC（国際フットサル移籍証明書）により移籍が完了し、出入国管理及び難民認定法に定める在留
資格を取得しているものとする。なお、外国籍選手はピッチ上に 2 名を超えて同時にプレーすることはで
きない。
○女子の登録を認める。
○参加選手は傷害保険（スポーツ傷害保険）に加入していること。
○引率者は当該チームを指導掌握し、責任を負うことができる者であること。

８．募集チーム 8～9 チーム(2 チームに満たない場合は実施せず、申し込みチームを推薦する)

※先着順の受付とさせていただきます。
※同一団体からの出場は１チームのみとなります。

９．参加料 15,000 円を指定の口座に振り込むこと
肥後銀行 普通 浜線支店

口座番号 208571

名義 一般社団法人熊本県サッカー協会 会長 田川憲生（ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｸﾏﾓﾄｹﾝｻｯｶｰｷｮｳｶｲ ﾀｶﾞﾜｹﾝｾｲ）
※振込名義は[0811 チーム名]でお願いします。
※振込締切日

2018 年 7 月 30 日（月）まで

10．参加申込
①参加希望チームは、チーム名・代表者氏名・連絡先を明記の上、[大会登録表][メンバー提出用紙]を添
付し、下記へ申し込むこと。
②申込締切日：2018 年 7 月 27 日（金）18:00 必着 参加チーム数に達した場合、上記日より早く締め切
る場合もあります。
③申込先：メールにて下記の 2 つのアドレス両方へ申し込むこと。
熊本県サッカー協会フットサル委員会

事務局 futsal@kumamoto-fa.com

熊本県サッカー協会フットサル委員会

委員長

山口徹

salbaka5@gmail.com

11．ユニフォーム
①ユニフォーム（シャツ/ショーツ/ストッキング）は正の他に副として正と色彩が異なり判別しやすいユ
ニフォームを参加申込書に記載し、各試合に必ず携行すること（フィールドプレーヤー、ゴールキーパー
とも）
②チームのユニフォームのうちシャツの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判別しうるものでな
ければならない。
③シャツの前面、背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。ショーツにも選手番号を付けるこ
とが望ましい。
④選手番号については 1 から 99 までの整数とし、0 は認めない。必ず本大会参加申込書に 記載された選
手固有の番号を付けること。ただし、1 番は GK が着用するものとする。
⑤ユニフォームの色、選手番号の参加申込締切日以降の変更は認めない。
⑥ユニフォームへの広告表示については、
（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に基づき理事
会の承認を受けた場合のみこれを認める。ただし、ユニフォーム広告表示により生じる会場等への広告掲
出料等の経費は当該チームにて負担することとする。なお、県サッカー協会へ提出したユニフォーム広告
承認申請の写しを携帯しておくこと。
⑦その他の事項については（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に則る。

12．競技規則

①2018 年度（公財）日本サッカー協会制定の「フットサル競技規則」による。
②ピッチサイズは原則として 32ｍ～40m×18～20ｍとする。
③使用球はフットサル公認用ボールとする。
④競技者の数
(1)交代要員の数：９名以内
(2)ベンチに入ることができる人数：13 名以内（交代要員９名以内、役員 4 名以内）
⑤競技者の用具
(1)シューズ：靴底は原則として接地面が飴色もしくは白色のフットサル用シューズのみ使用可能とす
る。
（スパイクシューズ及び靴底が着色されたものは使用できない。
）
(2)すね当て：着用のこと
⑥試合時間
⑴予選ラウンド：15 分-5 分-15 分のランニングタイム。同点の場合は延長戦を行わず引き分けとする。
ただし、次の対戦カードを決めなければならない場合は両チーム 1 名ずつによる PK 方式により決定す
る。1 名で決定しない場合は、各 1 名ずつ追加して勝敗が決定するまで行う。
⑵決勝ラウンド：15 分-5 分-15 分のプレーイングタイム。同点の場合は 5 分-1 分-5 分のプレーイングタ
イムによる延長戦を行う。それでも勝敗が決しない場合は両チーム 3 名ずつによる PK 戦を行う。

⑦大会期間中に警告を 2 回受けた選手は、次の 1 試合に出場できない。
⑧本大会において退場を命じられた選手は次の 1 試合の出場できず、それ以降の処置については、大会規
律・フェアプレー委員会で決定する。
⑨参加資格に違反、その他不都合な行為があったときにはそのチームの出場を停止する。

13．競技方法
①8 チーム参加の場合
⑴予選ラウンド
8 チームを 4 チームずつ 2 グループに分けて変則リーグ戦を行い、各グループ上位 2 チームの計 4 チーム
が決勝ラウンドへ進出する。
⑵決勝ラウンド
上位 4 チームによる代表決定戦を行う。決勝戦および 3 位決定戦は行わない。
②9 チーム参加の場合
⑴予選ラウンド
９チームを３チームずつ 3 グループに分けて総当りリーグ戦を行い、各グループ１位の３チームと、ワイ
ルドカード１チーム（各グループ２位チームの最上位１チーム）の４チームが決勝ラウンドへ進出する。
ワイルドカードの決定方法は以下の順位により決定する。
⑴勝点
⑵得失点差

⑶総得点数
⑷下記に基づく警告・退場のポイントがより少ないチーム
ⅰ)イエローカード１枚・・・・・・・・・・・・・・１ポイント
ⅱ)イエローカード２枚によるレッドカード１枚・・・３ポイント
ⅲ)レッドカード１枚・・・・・・・・・・・・・・・３ポイント
ⅳ)イエローカード１枚に続くレッドカード１枚・・・４ポイント
⑸抽選

⑵決勝ラウンド
上位４チームによる代表決定戦を行う。決勝戦および 3 位決定戦は行わない。
③予選ラウンドにおける順位決定方法は、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。勝点は、
勝ち：3、引分け：1、負け：0 とする。ただし、勝点合計が同じ場合は、以下の順位により決定する。
⑴当該チーム間の対戦成績
⑵当該チーム間の得失点差
⑶当該チーム間の総得点数
⑷グループ内での得失点差
⑸グループ内での総得点数
⑹下記に基づく警告・退場のポイントがより少ないチーム
ⅰ)イエローカード１枚・・・・・・・・・・・・・・１ポイント
ⅱ)イエローカード２枚によるレッドカード１枚・・・３ポイント
ⅲ)レッドカード１枚・・・・・・・・・・・・・・・３ポイント
ⅳ)イエローカード１枚に続くレッドカード１枚・・・４ポイント
⑺抽選
14．代表者会議 会議の場所・日程は各チーム参加申込後、メールにて通知する。
※プライバシーポリシー同意書原本・大会登録表兼申込書原本・メンバー提出用紙原本を持参すること

15．組み合わせ

代表者会議時において抽選決定する。

16．その他・選手証について（重要）
選手は、試合出場に際し、日本サッカー協会の発行する電子登録証の写し（写真貼り付けによる顔の 認
識ができるもの）を原則持参しなければならない。ただし電子登録票（以下「選手証」という）に よ
り、確認が取れれば出場を認める。
17．マッチコーディネーションミーティングについて
①試合開始 60 分前に指定の場所で実施する。
②マッチコーディネーションミーティングでは試合で使用するユニフォームを決定する。チームの代表者
は FP/GK の正・副のユニフォームと交代要員の使用するビブス 2 色並びに選手登録証、メンバー提出

用紙を持参すること。
③この大会の上位 2 チームは、2018 年 11 月 3 日・４日（予定）に長崎県にて開催される KYFA 第 24 回
九州 U-15 フットサル選手権大会に出場する義務を負う。
④試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止になった場合には、その帰責事由の
あるチームは 0 対 5 またはその時点のスコアがそれ以上であればそのスコアで敗戦したものとみなす。
⑤負傷者については各チーム又は保護者の責任とする。各自の保険証を準備すること。
⑥会場使用について以下のことをチーム全員で確認し，厳守すること。
ⅰチームのゴミは，持ち帰ること。
ⅱ体育室入口にて体育館シューズに履き替えること。
ⅲ一般利用者もいるので，パブリックスペースでの節度ある行動をとること。
ⅳ体育館の施設・物品を破損した場合には必ず大会本部に届け出ること。申し出が無い場合、当日参加
したチームで折半して弁償するものとする。
ⅴ駐車スペースが限られています。なるべく乗り合わせで来場してください。
⑦その他、本要項に記載していない部分は、代表者会議時に決定をする。

18．問い合わせ先
・熊本県サッカー協会フットサル委員会 事務局 futsal@kumamoto-fa.com
・熊本県サッカー協会フットサル委員会

平野

※問い合わせはメールでのみ受け付けます。

emfrentekumamoto@efkfutsal.com

