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1 主   催：日刊スポ－ツ新聞社、 

2 後   援：財団法人 日本サッカ－協会 

3 特別協賛：全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） 

4 主  管：宮城県サッカースポーツ少年団協議会、(社)塩釜ＦＣ 

5 期    日：平成２４年１２月８日（土）・９日（日） 

6 会   場：松島フットボールセンター（人工芝） 

7 参加資格：①201２年度に（財）日本サッカー協会に加盟登録した団体（チ－ム）であること。 

②上記団体（チ－ム）に所属する選手であり、平成 1３年４月２日以降の出生者（小学５年

生以下）であること。201２年度（財）日本サッカー協会発行の登録選手証を有するもの。

（大会当日持参して下さい。） 

③201３年３月開催される「ＪＡ全農杯チビリンピック小学生８人制サッカー東北ブロック

予選」に参加可能なチーム 東北大会優勝チームは５月に全国大会に出場。 

④次の条件を満たすチーム 

 〔１〕宮城県サッカースポーツ少年団新人大会に於いてベスト８入りしたチーム・前年度 

優勝チーム及び大会主管チーム（優勝、主管チームがベスト８と重複した場合は所

属ブロックの推薦チームとする） 

ベンチ入りする指導者１名は必ず公認 D 級コーチ以上の資格を有している。 

〔２〕４級以上の有資格者を１名帯同出来る。 

〔３〕要項を遵守するチーム。 

8 チーム数：参加資格を有した 10 チーム（上記要件を満たし、出場を辞退するチームが出た時には、新

人戦県大会出場チームから不足チーム数分を募る。複数チームがエントリーした場合は抽選

とする。また、10 チームに満たない場合はエントリーしたチームのみで大会を行う。 

9 チーム 

構成と条件：チームの編成は、指導者 3 名（監督 1・コーチ 2）・選手１６名～２４名（ベンチ入人数） 

  試合ごとのエントリーは２４名以内とする。けが人等で１５名以下になった場合は不戦敗。 

引率指導者は当該チ－ムを掌握指導する責任ある指導者であること。 

              参加選手は健康であり、且つ保護者の同意を得ること。 

              参加チームは傷害保険（スポ－ツ安全傷害保険）に必ず加入していること｡ 

       チームの事情による日程変更は一切認めない。学校行事等を確認して申込むこと。全日程

参加可能で、予選リーグのみの参加チームは認めない。 

10 組み合せ：大会事務局において新人戦結果を考慮し決定する。 

11 大会形式：2グループによるリーグ方式（予選）で実施予定｡（５チーム総当り戦） 

予選１位・２位チームによる決定戦を行い勝者が東北大会へ出場する。 

       ※リーグ順位決定は、勝点合計の多いチ－ムを上位とする。 

       勝点は、勝ち：３点  引分け：１点 負け：０点とする。 

       但し、勝点が同じ場合は、得失点差・総得点数・当該チ－ム間の対戦結果・抽選の順序に



より順位を決定する。 

       優勝チーム決定は決定戦における①得失点、②総得点としそれでも決しない場合は当該チ

ームによるＰＫ戦（3 人）により優勝チームを決める。 

12競技規定：財団法人日本サッカ－協会競技規則(ＪＦＡ8 人制サッカー競技規則)による。 

但し、以下の項目については特に本大会用として大会規定を定める。 

（１）プレ－の時間：１５分×３ピリオド ピリオド間のインターバルは３分以内とする 

第１ピリオド、第２ピリオドは選手を総替えすること。第３ピリオドは自由 

※極端な身体の不調等の場合を除き、全員必ず１ピリオド以上の時間プレーするものとする     

（２）試合の勝者を決定する方法（３ピリオドで勝敗が決しない場合）予選は引分けとし、決定戦

は延長戦無しＰＫ戦（3 人）により勝者を決める。 

（３）交代できる数：第１ピリオドと第２ピリオドは交代を認めない。第３ピリオドは自由な交代

を適用する｡一度退いた競技者も再び出場出来、何回でも交代可能とする。但し、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： 

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同様な行為が

あった場合は、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。 

（５）警告・退場：通常の競技規則に準ずる。 

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｡（警告累積等は代表決定戦においても継続する） 

（６）審判員：主審１人、予備審判１人で行う。（主審は協議会審判部派遣、予備審判は帯同） 

（７）ユニフォ－ム：試合に際しては、今大会で認定している正・副２色のユニフォ－ムを用意す

ること。背番号は通し番号とする。GKはビブスで可。※審判は黒色のユニフォームを着用 

（８）登録選手証：参加する選手は、（財）日本サッカ－協会の発行した登録選手証を持参すること。 

（９） その他：ロスタイムの表示は実施しない。飲水はインターバルで行なう。グリーンカードの

導入。    

13 大会参加料 ： １０、０００１０、０００１０、０００１０、０００    円円円円 （大会初日に会場で納付してください。）    

14 参加申込 ： 参加申込書に必要事項を記入の上、12121212 月月月月１１１１日（土日（土日（土日（土））））まで大会事務局（競技部長 齋藤

繁夫）にメール（snc17571@nifty.com）にて送付すること。 

※登録選手の変更については、７名を上限に認めることとし、大会当日までに大会事務

局・大会本部に提出すること。 

 



１２月８日（土）　松島フットボールセンター人工芝グランド

Ａグループ　　①コート 主審 補助審判

9:30 多賀城ＦＣ ー ジュニオール 審判部 古城ＦＣ

10:30 ベガルタ仙台 ー FCセレスタ 審判部 多賀城ＦＣ

11:30 ジュニオール ー 古城ＦＣ 審判部 ベガルタ仙台

12:30 多賀城ＦＣ ー FCセレスタ 審判部 ジュニオール

13:30 ベガルタ仙台 ー 古城ＦＣ 審判部 FCセレスタ

Ｂグループ　②コート

9:30 なかのＦＣ ー 塩釜ＦＣ 審判部 アバンツァーレ

10:30 アバンツァーレ ー RED EAST 審判部 なかのＦＣ

11:30 なかのＦＣ ー 開北ＦＣ 審判部 RED EAST

12:30 RED EAST ー 塩釜ＦＣ 審判部 開北ＦＣ

13:30 アバンツァーレ ー 開北ＦＣ 審判部 塩釜ＦＣ

１２月９日（日）　松島フットボールセンター人工芝グランド

Ａグループ　　①コート 主審 補助審判

9:30 多賀城ＦＣ ー 古城ＦＣ 審判部 ベガルタ仙台

10:30 FCセレスタ ー ジュニオール 審判部 古城ＦＣ

11:30 ベガルタ仙台 ー 多賀城ＦＣ 審判部 ジュニオール

12:30 FCセレスタ ー 古城ＦＣ 審判部 多賀城ＦＣ

13:30 ベガルタ仙台 ー ジュニオール 審判部 FCセレスタ

Ｂグループ　②コート

9:30 開北ＦＣ ー 塩釜ＦＣ 審判部 なかのＦＣ

10:30 なかのＦＣ ー RED EAST 審判部 塩釜ＦＣ

11:30 アバンツァーレ ー 塩釜ＦＣ 審判部 RED EAST

12:30 RED EAST ー 開北ＦＣ 審判部 アバンツァーレ

13:30 アバンツァーレ ー なかのＦＣ 審判部 開北ＦＣ

代表決定戦・・１２月９日（日）　　松島フットボールセンター

①コート 主審 予備審

15:00 Ａグループ１位 ー Ｂグループ２位 審判部 審判部

②コート

15:00 Ｂグループ１位 ー Ａグループ２位 審判部 審判部

※　優勝チームは代表決定戦の結果により決定する。優先順位①得失点差②総得点③予選成績④抽選

２０１３  ＪＡ全農杯　チビリンピック
小学生８人制サッカー　宮城県大会　対戦表



②試合コート

①試合コート

大型・マイクロバス等専用
駐車場・普通車は禁止

松島フットボールセンター駐車場案内図

車両入口

大会本部

大会役員・審判
員駐車スペース

グランド入

グランド内禁煙

グランド内椅子等禁止

多目的Ｇ駐
車場入口

①各チーム車両は７台（バス等は省く）
　※駐車証は、チーム車両の見える場所に掲示して下さい。。
②チーム車両は多目的Ｇに奥より駐車、バス等は指定場所へ
③オープンデッキの上には上がらないこと。
④テントは多目的Ｇ手前側（コート側）に張ること。
⑤会場に到着したなら本部受付をすること。

留意事項留意事項留意事項留意事項

オープンデッキ

チームベンチ

※　第一試合のチームは会場準備に１時間前に３名の派遣を要請します。
　最終試合チームは会場後片付けを行なうこと。

①チームベンチは、コートに向って対戦表どおりのチームとする。
②アップは基本的に空いているスペース、ハーフタイムのみピッチ内練習可とする。
③応援席はベンチ後方若しくは、道路側ネット外とする。
④人工芝内には椅子は持ち込まない。

多目的駐車場は奥より整然と駐車願います。多目的駐車場は奥より整然と駐車願います。多目的駐車場は奥より整然と駐車願います。多目的駐車場は奥より整然と駐車願います。
チームテントは、多目的Ｇ手前側（コート側）チームテントは、多目的Ｇ手前側（コート側）チームテントは、多目的Ｇ手前側（コート側）チームテントは、多目的Ｇ手前側（コート側）
に張ること。に張ること。に張ること。に張ること。


