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3. 共　　催
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6.

7. 期　日

場　所 みやぎ生協 めぐみ野サッカー場 宮城県宮城郡利府町森郷内ノ目南119-1

　　　　　　　　０２２－７６７－７６７９

8.

9.

10. １チーム　￥１０，０００－

11.

競技規則 ・令和 元年度　日本サッカー協会８人制競技規則による。

競技規定については、別紙の通りとする。

・ボールは4号・縫いボール使用

・ピッチサイズは５０ｍ×６８ｍサイズとし、少年用ゴールを使用する。

・警告退場　大会期間中、警告を２回受けた者は､次の1試合に出場できない｡

　今大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず､それ

　以降の処置については、本大会の規律・フェアプレー委員会で決定する｡

組合せ ※　別紙

順位の決定 １０ブロック１０チームの総当たりリーグ戦を行い、下記の内容とする。

　①勝点（勝３、分１、負０）②得失差③総得点④当該チームとの成績

　⑤当該チームでのＰＫ

試合時間 　リーグ戦は４０分（２０分ハーフ）とする。

審判員 　各ブロック帯同（１名）とする。

＊ベンチ入りする指導者が兼任しないこと（潤滑な試合運営を行なう為）

12.

13.

・選手登録数は２０名とし、ベンチ入り選手数は制限しないが、選手登録は必ずされていること。

・各試合毎に各チーム登録選手２０名から１６名の選手とする。

・前半後半で選手（８名）全員が交代する。

に沿い少年達がフェアプレーの精神を養い、ともに学び合う場とする。

一般社団法人 宮城県サッカー協会

・各ブロックトレセンに登録されていること。

　また、スポーツ安全保険等に加入していること。

デ ク セ リ ア ル ズ 杯

協　　賛 ヒュンメル（hummel）

第１７回 宮城県チャンピオンズカップU－１２〔大会要項〕

宮城県サッカースポーツ少年団協議会

中央・石巻・県北の各ブロック

目　　的 宮城県内10ブロックの地域トレセンで活動している多くの選手たちが、トレセンの趣旨

参加チーム

また、将来に結びつく個性豊かな選手育成に努め、この機会を活かし各ブロックの

その他

表　　彰

大会参加費

・審判員は、正装すること。

優勝・準優勝・３位・優秀選手

令和 元年１１月２３日(土)～２４日(日)

・県トレセンのトップ選手でないこと。（FFP研修会参加者を除く）

大会運営

・保護者の参加に対する承諾済み。

・日本サッカー協会第4種に登録され、小学校６年生以下で構成されたチーム。

主　　管

日　　程

デクセリアルズ　株式会社 

レベル向上を図る。

参加資格

主　　催

協　　力

宮城県内10ブロックで選抜された1０チーム



1. プレ－の時間： リーグ戦は全て４０分（２０－３－２０）とする。　

2. 試合の勝敗の決定： １０ブロック１０チームの総当たりリーグ戦を行い、下記の内容とする。

　①勝点（勝３、分１、負０）②得失差③総得点④当該チームとの成績

　⑤当該チームでのＰＫ

3. 交代できる数：

各試合毎に各チーム登録選手２０名から１６名の選手とする。

前半後半で選手（８名）全員が交代する。

試合中の交代は、負傷及び体調不良による交代以外は認めない。

（但し、治療後の復帰に伴う交代は可能）

交代の手続きはサッカ－競技規則第３条に則る。

4. サイドコーチ・異議：

5. 警告・退場： 通常の競技規則に準ずる。

6. 審判員： 主審１人制とする。予備審判１名を指名する。

前半後半で主審と予備審判が交代する。

7. ユニフォ－ム： 試合に際しては、今大会の背番号は通し番号とする。

8. 登録選手証：

9. その他： ロスタイムの表示は実施しない。

各チームとも、ユニフォーム（努力目標）はシャツ・パンツ・ストッキングを２色ずつ用意
する。
アンダーシャツ等の着用は、チームで統一された色とする。
着用するユニフォームの色がバッティングしたときは、組合せの左側チームを優先とす
る。

本大会に参加する選手は、財団法人日本サッカ－協会の発行した登録選手番号を報
告する事。

デ ク セ リ ア ル ズ 杯
第１７回 宮城県チャンピオンズカップU－１２〔競技規定〕 

選手登録数は２０名とし、ベンチ入り選手数は制限しないが、選手登録は必ずされてい
ること。

前半に選手に事故があった時、後半の選手が出場できる。その選手は後半も連続して
出場できる。
また、後半に事故があった場合は前半の選手が再度出場してもよい。ただし、同日に
同じ選手は１度のみとなり、他の試合には他の選手が出場する。但し、GKは除く。

ベンチ（監督、コーチ、スタッフ、役員他）が、判定に対して異議を唱えたり選手に対し
て、罵声などネガティブなコーチングを行い、主審から一度注意を受けた後に、再度何
れかの役員が同様な行為をした場合は、主審の判断により、退席処分とし、それ以降
はベンチからのコーチングは不可とする。

但し退場処分になった場合は他の選手を補充し、常に８人でプレーできるものとする。
大会期間中、警告を2回受けた者は､次の1試合に出場できない｡
大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず､それ以降の処置に
ついては、本大会の規律・フェアプレー委員会で決定する｡



第１７回 宮城県チャンピオンズカップU-１２　　対戦表

デクセリアルズ杯

仙南 若林

宮城野 泉

仙南 太白

- 大崎 宮城野 - 県北 仙南

仙南

仙南 勝点

12:30 青葉

※審判割当

＊リーグ戦　【第１日】 １１月２３日（土）

＊リーグ戦　【第２日】  １１月２４日（日）

※審判割当

仙南 - 青葉

A・Bコート（１）の審判を、A・Bコート（２）で試合をするチームが行い、A・Bコート（２）の審判はA・B
コート（１）のチームとなる。
左側チームが前半の主審を行い、後半は右側チームが行う。
ピッチNoBコート（１)　14:10 太白-県北　の審判は、大崎と中央でお願い致します。

- 中央 泉 - 石巻

（昼休み）

若林

10:40 若林 - 県北 太白

泉 - 県北 太白 -大崎9:50 宮城野 - 中央 仙南 -

仙南 - 宮城野 中央 - 石巻9:00 太白

（昼休み）

- 泉 青葉 - 県北

太白 - 青葉

ピッチNo.Bコート（１） ピッチNo.Bコート（２）

石巻

仙南 - 石巻

中央 - 県北

太白 - 県北

ピッチNo.Aコート（２）

ピッチNo.Bコート（２）

石巻 - 県北

大崎 -

- 県北

泉 - 大崎

宮城野 - 大崎石巻

石巻

ピッチNo.Bコート（１）

中央 - 大崎

泉 - 中央

大崎

若林 -

青葉 -

ピッチNo.Aコート（１）

若林 泉

仙南 県北

青葉

青葉 - 中央

太白 - 宮城野

9:50

10:40

12:30

13:20

14:10

ピッチNo.Aコート（１） ピッチNo.Aコート（２）

青葉 - 泉9:00 若林 宮城野-

-

-

-

-

-

若林 -

- 中央 太白 - 石巻

13:20 仙南 - 泉 太白 - 大崎 若林 - 中央 宮城野 - 青葉

14:10 若林 - 大崎 宮城野 - 石巻

A・Bコート（１）の審判を、A・Bコート（２）で試合をするチームが行い、A・Bコート（２）の審判はA・B
コート（１）のチームとなる。
左側チームが前半の主審を行い、後半は右側チームが行う。

太白 若林 宮城野 青葉 泉 中央 大崎 石巻 県北 得失差 順位

太白

若林

青葉

泉

中央

大崎

石巻

県北

宮城野



開　会　式 閉　会　式

と　き １１月２３日　（土）　　８：３０～ １１月２４日　（日）　　１５：３０～

ところ みやぎ生協 めぐみ野サッカー場 みやぎ生協 めぐみ野サッカー場

　１．　開会のことば 　１．　成績発表

　２．　主催者挨拶 　２．　表彰　（優勝・準優勝・第三位）

　３．　選手宣誓　（前年度優勝 ： 泉トレセン） 　３．　講評

　４．　試合場の諸注意　（競技・審判・技術） 　４．　閉会のことば

　５．　閉会 　５．　閉会

★　１１月２３日（土）

　８：００～ 会場準備

　８：３０～ 開会式

　９：００～ 試合（リーグ戦）開始

　　　　　～１５：００ 試合（リーグ戦）終了

１５：３０～ 会場後片付け

　　　　　～１７：００ 解散

★　１１月２４日（日）

　８：００～ 会場準備

　９：００～ 試合（リーグ戦）開始

　　　　　～１５：００ 試合（リーグ戦）終了

１５：３０～ 閉会式

１６：００～ 会場後片付け

　　　　　～１７：００ 解散

デ ク セ リ ア ル ズ 杯

式　　次　　第

タイムスケジュール

第１７回 宮城県チャンピオンズカップU－１２


