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第 51 回御殿場市スポーツ祭サッカー・フットサル大会実施要項 

１．主 管 御殿場市サッカー協会 

２．日程及び会場   

 

サッカー大会実施要項（一般・シニア・高校・中学・Ｕ-8） 

１．参 加 資 格 ①市内居住者及び勤務者で構成されるチーム及び協会加盟チーム、又は 

協会が特に参加を許可したチーム。 

②スポーツ保険に加入していること。 

③シニア及び U-8 は 8 人制で行う。 

④シニアは選手の年齢が３５歳（基準日 2022 年 10 月 23 日）以上 

の選手で構成されるチーム。あるいは３５歳以上の選手で構成される 

チームで、30～34 歳の競技者が１名以内のチーム。但し、この場合 

40 歳以上の競技者が 30～34 歳の競技者数以上フィールドにいる 

こと。（女性の年齢は制限しない。）試合当日、生年月日を証明する 

ものを持参すること。 

⑤審判員について、U-8は１名その他の各カテゴリーは３名を登録すること。 

⑥各カテゴリーとも選手登録人数は制限しない。 

⑦シニアは参加チーム数によりカテゴリーを分ける場合がある。 

２．競 技 要 領  ①試合はトーナメント制を採用する。（ただし、参加チーム数によりリーグ戦 

を採用する。） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 

日程 
一般 シニア 高校 中学 U-8 フットサル 

８/27（土）    パレット   

８/28（日）    
予備日 

パレット 
  

９/3（土）    パレット   

9/4（日）    
予備日 

パレット 
  

10/2（日） 玉穂東      

10/9（日） パレット      

10/23（日） パレット パレット     

11/6（日）      
ﾋﾞｷﾞﾅｰ 

市体育館 

11/13（日）     パレット 
ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 

市体育館 

   調整中    

申込期限 9/9(金) 9/9(金) － － 10/3(月) 10/17(月) 

抽選会 
9/19(月) 

競技場第３会 

9/19(月) 

競技場第３会 
－ － － 

10/31(月) 

競技場第３会 
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②試合時間は次のとおりとする。（ただし、シニア及び U-8 については、参加 

チーム数により変更の場合がある。） 

カテゴリー 試合時間 

一般・高校 ３０－５－３０ 

シニア・中学 ２５－５－２５ 

U-8 １０－３－１０ 

    ③引き分けの場合はＰＫ戦により勝敗を決する。 

 ④選手交代は、一般は７名以内（キーパーを含む）とし、その他のカテゴリー

は制限しない。但し、U-8・中学・シニアは自由な交代を認める。 

 ⑤試合予定時間から１０分経過後も試合ができる状態にないチーム若しくは

７名未満のチーム（シニア・U-8 を除く）は敗戦とする。 

   ⑥両チームのユニフォームが酷似と主審が判断した場合はトスにより負けた

チ－ムがサブユニフォーム又はビブスを着用する。 

   ⑦その他、各カテゴリーで示された競技規則により行う。 

競技実施上において生じた疑義については(公財)日本サッカー協会競技規則

に照らしたうえで協会が決定する。参加チームはこの決定に従うものとする。 

３．表 彰  全てのカテゴリーにおいて３位まで賞品、表彰状のいずれかを授与する。 

４．審 判 ①U-8・高校・シニアは全ての試合を相互審で行う。           

 ②Ｕ-8 は主審のみで行う。 

③一般の決勝及び 3 位決定戦、中学の準決勝以上の審判については、 

協会派遣審判員により試合を行い、これ以外の試合は相互審で行う。 

５．申 込 要 領 ①期限 一般・シニア・・ ９月９日（金）厳守 

Ｕ-８・・・・・ １０月３日（月）厳守 

中学・高校は、各部で対応する。 

 ②方法  所定の参加申込書により(1)郵送、(2)事務局へ持参、(3)FAX、 

(4)メールのいずれかの方法で申し込む。 

     ＊期限に遅れた場合は参加を認めないことがある。 

                ＊申込書の受理確認は各チームで行うこと。 

         ＜申込先＞〒412-0027 御殿場市西田中７２－１ 

               御殿場市サッカー協会事務局 TEL/FAX８８－０６７０ 

               E-mail：gfanpo.@mail.wbs.ne.jp 

６．抽 選 会 一般・シニア・・日時：９月１９日（月）１９：００～ 

会場：御殿場市陸上競技場 第３会議室 

   ＊U-8・中学・高校の抽選会は行わない。 

①抽選会に無断欠席した場合は出場取りやめとみなす。 

 ②責任者は要項持参のうえ出席すること。 

７．雨 天 の 扱 い ①小雨決行 

 ②実施の有無および延期等については組み合わせの状況により各カテゴリー

ごとに決定する。 

   ③延期による日程はそのまま繰り延べる。 

 ④予定期日内に大会が実施できない場合は中止とする。 

８．そ の 他 ①競技中等に生じた事故及び賠償等について、主催者及び主管協会は責 

任を負わない。各チームの責任において対応すること。  
               ②観客は、感染症の状況を見ながら判断する。 

③JFA 及び SFA が示す新型コロナウイルス感染対策対応ルール及び会場使 
用規定を遵守すること。 

④会場により、会場施設管理者へ会場入場者の氏名・住所等を提出する場合が 
ありますので同意ください。 
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第 51 回御殿場市スポーツ祭 フットサル大会実施要項 

      

１．主 管  御殿場市サッカー協会 

２．期日及びクラス  ◆ビギナークラス  

２０２２年１１月６日（日） 

                       参加することに意義がある、楽しく汗をかきたいというチーム 

◆エキスパートクラス 

２０２２年１１月１３日（日） 

   技術を競い合い、御殿場市の頂点を目指すチーム 

３．会    場  ビギナークラス    御殿場市体育館アリーナ 

エキスパートクラス  御殿場市体育館アリーナ 

４．参 加 資 格  ①市内居住者及び在学、在勤者で構成されるチーム及び協会加盟チーム、 

又は協会が特に参加を認めたチ－ム。 

  ②スポーツ保険に加入していること。 

   ③審判員２名を登録すること。 

 ④選手登録人数は制限しない。 

        ⑤クラス及びチームを重複した登録は認めない。 

        ⑥ビギナークラスへの参加対象例 

          ・試合経験が浅い。 

          ・チーム内に女性がいる。 

          ・平均年齢が高い。 

          ・フットサルを楽しむチーム。 

          ・参加することに意義がある。楽しく汗をかきたい。 

          ⑦エキスパートクラスは、高校生以上が対象        

※サッカー協会運営委員会の判断により参加カテゴリーの変更を求める場合

がありますのでご了承下さい。 

５．競 技 要 領 ①試合はリーグ戦およびトーナメント戦を採用する。 

 ②試合時間は次のとおりとする。（但し、参加チーム数により変更する場合が

ある。）１５－５－１５（分）（ランニングタイム） 

   開始、終了は本部の合図による。 

 ③リーグ戦の順位は、勝ち：勝点３、引き分け：勝点１、負け：勝点０とし、

勝点、同勝点チームの対戦成績、得失点差、総得点、の順によって決定する

が、それでも決しない場合は、トスにより決する。トーナメント戦の引き分

けの場合はトスにより勝敗を決するが、決勝戦のみ、５－５（分）の延長戦

を行う。延長戦でも決しない場合は両チームの優勝とする。 

  ④試合開始予定時間３分経過後も試合ができる状態にないチーム若しくは４

名未満のチームは敗戦とする。     

⑤両チームのユニフォームが酷似と主審が判断した場合は、トスにより負けた

チームがサブユニフォーム又はビブスを着用する。 
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          ⑥重複して同一選手の出場は認めない。出場した当該チームは敗戦とする。 

   ⑦競技規則は(公財)日本サッカー協会フットサル競技規則、御殿場市サッカー

協会フットサルリーグローカルルールおよび抽選会の決定を採用する。ただ

し、警告の累積２枚および退場で次の 1 試合の出場停止とする。 

   競技実施において生じた疑義については日本サッカー協会フットサル競技規

則、御殿場市サッカー協会フットサルローカルルールに照らしたうえで本部

が決定する。参加チームはこの決定に従うものとする。 

６．表 彰 ３位までに賞品、表彰状のいずれかを授与する。 

７．審 判 ①試合は相互審で行う。 

   ②決勝戦は協会派遣審判員が行う。 

８．申 込 要 領 ①期限 １０月１７日（月） ２０：00 厳守 

  ②方法 所定の参加申込書により(1)郵送、(2)事務局へ持参、(3)FAX、 

(4)メールのいずれかの方法で申し込む。 

＊ 期限に遅れた場合は参加を認めないことがある。 

＊ 参加希望チーム多数の場合は抽選により出場チームを決定する場合がある。

抽選を行う場合は、後日連絡する。 

＊ 申込書の受理確認は、各チームで行うこと。 

 ＜申込先＞ 〒412-0027 御殿場市西田中７２－１ 

              御殿場市サッカー協会事務局 

                ＴＥＬ／ＦＡＸ ８８－０６７０ 

                       E-mail：gfanpo@mail.wbs.ne.jp 

９．抽選会及びルール講習会   

日時 １０月３１日（月） １９：００～ 

    会場 御殿場市陸上競技場 第３会議室 

＊ルール講習会は、(公財)日本サッカー協会フットサル競技規則、及 

び御殿場市サッカー協会フットサルリーグローカルルールについての講

習会を行う。 

 御殿場市サッカー協会フットサルリーグに参加していないチーム及 

び（公財）日本サッカー協会フットサル審判有資格者が２名以上 

いないチームは「４.参加資格③」にある審判員数に不足する人数以 

上受講すること。但し、この講習会でフットサル審判資格を与える 

ものではない。 

10．そ の 他 ①競技中等に生じた事故及び賠償等について、主催者及び主管協会は責任を 

負わない。各チームの責任において対応すること。  

           ②予定期日内に大会が終了できない場合は、それ以降の試合は中止とする。 

          ③観客は、感染症の状況を見ながら判断する。 

④JFA 及び SFA が示す新型コロナウイルス感染対策対応ルール及び会場使 

用規定を遵守すること。 

           ⑤会場施設管理者へ会場入場者の氏名・住所等を提出する事を同意ください。 
 
 

  


