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⑴ 2013
2013年度，公益財団法人日本サッカー協会のフットサル個人登録を行った１２
公益財団法人日本サッカー協会のフットサル個人登録を行った１２歳
録を行った１２歳
未満（ただし，６
未満（ただし，６歳以下の参加は認めない。なお，小学校在学中の選手にはこの
歳以下の参加は認めない。なお，小学校在学中の選手にはこの
年齢制限を適応しない。）選手により構成されたチームであること。ただし，チ
ームの監督は，チームを指導掌握し，責任を負うことのできる２０歳以上の者で
責任を負うことのできる２０歳以上の者で
あること。
⑵ 本大会フットサル登録料（3,000
本大会フットサル登録料（3,000円）を所属地区サッカー協会にお
3,000円）を所属地区サッカー協会において納入完了
円）を所属地区サッカー協会において納入完了
していること。
⑶ 次のいずれかのチームであること。ただし，
次のいずれかのチームであること。ただし，（ｱ）と
（ｱ）と(
）と(ｲ)の選手が混在するチーム
の選手が混在するチーム
の出場は認めないものとする。
(ｱ) 2013
2013年度における公益財団法人日本サッカー協会の第４種に本年度登録済の
年度における公益財団法人日本サッカー協会の第４種に本年度登録済の
チーム。
(ｲ) 第４種に登録していない小学生の選手だけで構成されたチーム。
⑷ 女子の登録を認める。

７競技規則

大会実施年度，公益財団法人日本サッカー協会フットサル競技規則による。ただし，
以下の項目については，本大会の規定を定める。
⑴ ピッチサイズは原則３２ｍ×
ピッチサイズは原則３２ｍ×１８ｍ，
１８ｍ，センターサークル半径２ｍ
センターサークル半径２ｍ，
２ｍ，ペナルティー
エリア1/4
エリア1/4円ラインの半径
1/4円ラインの半径５ｍ
円ラインの半径５ｍ，ペ
５ｍ，ペナルティーマークはゴールラインから
，ペナルティーマークはゴールラインから５ｍ
ナルティーマークはゴールラインから５ｍと
５ｍと
し，全国大会サイズに合わせるものとする。
し，全国大会サイズに合わせるものとする。
⑵ 使用球は，フットサル用ボール（３号球）と
使用球は，フットサル用ボール（３号球）とする。
（３号球）とする。
⑶ 交代要員の数は，１０名以内とする。
交代要員の数は，１０名以内とする。
⑷ ベンチに入ることのできる人数は１４名以内（交代要員
ベンチに入ることのできる人数は１４名以内（交代要員１０
名以内（交代要員１０名，役員
１０名，役員４
名，役員４名以内）
とする。
とする。
⑸ 競技者のシューズは，靴底の接地面が飴色，白色もしくは無色透明のフットサル
用シューズ（ノンマーキング表示可）のみ使用可能とする。また，前述のシュー
ズ以外の着色ノンマーキングシューズ及びスパイクシューズについては認めな
い。
⑹ 試合時間は，ランニングタイムにより予選リーグ
試合時間は，ランニングタイムにより予選リーグ（総当り戦）
イムにより予選リーグ（総当り戦）２０
（総当り戦）２０分間（前後半
２０分間（前後半
各１０分間，ハーフタイムのインターバル
１０分間，ハーフタイムのインターバル３
分間，ハーフタイムのインターバル３分間），決勝トーナメ
分間），決勝トーナメントは２４
ントは２４分
２４分
間（前後半各１２
間（前後半各１２分間，ハーフタイムのインターバル
半各１２分間，ハーフタイムのインターバル３
分間，ハーフタイムのインターバル３分間）とする。
分間）とする。
⑺ 試合の勝者を決定する方
試合の勝者を決定する方法（競技時間内で勝者が決しない場合）
① 予選リーグは
予選リーグは引分けとする。

② 決勝トーナメ
決勝トーナメントにおいて勝敗
ントにおいて勝敗が決定しない時は，
が決定しない時は，ＰＫ方式により勝
ＰＫ方式により勝敗
により勝敗を決定
する。
③ 準決勝戦及び決勝戦においては，１０
決勝戦及び決勝戦においては，１０分間（前後半各
１０分間（前後半各５
分間（前後半各５分間）のランニングタ
のランニングタ
イムの延長
イムの延長戦を行い，決定しない場合は
延長戦を行い，決定しない場合はＰＫ方式
戦を行い，決定しない場合はＰＫ方式により勝
ＰＫ方式により勝敗
により勝敗を決定する。
④ 延長戦に入る前のインターバルは５分間とする。
延長戦に入る前のインターバルは５分間とする。
⑤ ＰＫ方式に入る前のインターバルは
ＰＫ方式に入る前のインターバルは１
に入る前のインターバルは１分間とする。
⑥ タイムアウ
タイムアウトは，適用しない。
⑦ 本大会期間中，警告
本大会期間中，警告を２
警告を２回受
を２回受けた者は，次の
回受けた者は，次の１
けた者は，次の１試合に出場できない。
⑧ 予選リーグにおける警告
予選リーグにおける警告１
警告１回は，決勝トーナメ
は，決勝トーナメントに
ントに持ち越さない。
持ち越さない。
⑨ 本大会において退
本大会において退場を命じ
場を命じられた選手は，次の１
命じられた選手は，次の１試合に出場できず，
られた選手は，次の１試合に出場できず，そ
試合に出場できず，それ以降
れ以降
の処置については本大会の規
処置については本大会の規律
については本大会の規律委員会で決定する。
⑩ 順位決定戦にあっては，フ
順位決定戦にあっては，ファ
決定戦にあっては，ファールを累積
ールを累積する。
累積する。
⑴ １ブロック
ブロック４
ック４チームとして，８
チームとして，８ブロックで
ブロックで予選リーグ
ックで予選リーグ（総当り戦）を行う。
予選リーグ（総当り戦）を行う。

８競技方
８競技方法

⑵ 決勝トーナメ
決勝トーナメントは，予選リーグ各
予選リーグ各ブロック
ブロック１
ック１・２位の１６チームがトーナ
１６チームがトーナメ
チームがトーナメン
ト方式で行う。
⑶ 試合が一方
試合が一方のチームの責に
一方のチームの責に帰
のチームの責に帰すべき事由により
事由により開
により開催不能または中止
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
事由のあるチームは０対
のあるチームは０対５または，その時点
の時点のスコ
のスコアがそ
アがそれ以
上であればそ
上であればそのス
ばそのスコ
のスコアで敗
アで敗戦したものとみなす。
⑷ 予選リーグにおける
予選リーグにおける順位
における順位決定
順位決定方
決定方法は，勝点
勝点合計の多いチームを上位
いチームを上位とし，順位を
順位を
決定する。勝点
決定する。勝点は，勝ち
は，勝ち３，引分け１
分け１，負け０
，負け０とする。ただし，勝点
とする。ただし，勝点合計が同じ
場合は，以下の順序
場合は，以下の順序により決定する。
順序により決定する。
① 当該チーム間の対
チーム間の対戦成績
戦成績
② 当該チーム間の得失点差
チーム間の得失点差
③ 当該チーム間の総得点
チーム間の総得点数
得点数
④ ブロック内での総
ブロック内での総得失点差
ック内での総得失点差
⑤ ブロック内での総
ブロック内での総得点
ック内での総得点数
得点数
⑥ ＰＫ方式（１チーム５名による５本ずつのキックで行う。決しないときは一方
決しないときは一方
のチームが他方
のチームが他方より多
より多く得点をあ
得点をあげ
をあげるまで行う。）により決定する。
９審

判

今年度の「
年度の「フットサル審判講習
フットサル審判講習会
審判講習会」を受講した各チームの指導者で行なう。各チーム
受講した各チームの指導者で行なう。各チーム
はフットサル審判
はフットサル審判員を
審判員を必
員を必ず大会に帯同
ず大会に帯同させる。
帯同させる。

11ﾕ
11ﾕ ﾆ ﾌ ｫ ｰ ﾑ

⑴ ユニフォ
ニフォーム（シャツ
ーム（シャツ，シ
ャツ，ショ
，ショーツ，ストッキング）は，フィールドプレ
，ストッキング）は，フィールドプレー
ドプレーヤー・
ゴールキーパーとも正
ゴールキーパーとも正のほかに副
かに副として正
として正と色彩
と色彩が異なり判別
なり判別し
判別しやすいユ
すいユニフ
ォームを参加申込書
ームを参加申込書に
記載し，各試合必
申込書に記載し，各試合
し，各試合必ず携行すること。
⑵ チームのユ
チームのユニフォ
ニフォームのうち
ームのうち，シャツ
シャツの色
ャツの色彩
の色彩は審判員が
審判員が通常
員が通常着用する
通常着用する黒
着用する黒色と明確
色と明確
に判別しうるものでなけれ
判別しうるものでなければ
しうるものでなければならない。
⑶ シャツの前面
ャツの前面・背
の前面・背面に選手
・背面に選手番
面に選手番号をつけること。また，ショ
号をつけること。また，ショーツにも選手番
にも選手番号を付
号を付
けることが望
けることが望ましい。なお，選手番
ましい。なお，選手番号については１から
号については１から９９
から９９までの
９９までの整
までの整数とし，０
数とし，０
は認めない。
は認めない。
⑷ パワープレーを行うチームのフィール
プレーを行うチームのフィールドプレ
ーを行うチームのフィールドプレー
ドプレーヤーは，自チームのゴールキーパ
ーと同一
ーと同一のシ
同一のシャツ
のシャツに当
ャツに当該
に当該選手の選手番
選手の選手番号を付
号を付けること。

10傷 害 補 償

主催者は，傷害補償
主催者は，傷害補償は
傷害補償は一切しない
一切しない。参加各チームに
しない。参加各チームに傷害保険
。参加各チームに傷害保険加入を
傷害保険加入を義務づ
加入を義務づける。
義務づける。必
ける。必ず
傷害保険加入の上，参加すること。
傷害保険加入の上，参加すること。

11開 ･閉 会 式

開会式は行わない。閉会式には順位
には順位決定戦まで
順位決定戦まで残
決定戦まで残ったチームの選手・
ったチームの選手・監督は全員参加
することを原則とする。

12選 手 登 録

フットサル大会登録票
フットサル大会登録票，参加申込書
，参加申込書は
申込書は、Ｅメールにて
Ｅメールにて送信
ールにて送信してください。登録選手数
送信してください。登録選手数
は20名。
20名。
申込期日
申込期日 １０月４日（
１０月４日（金
日（金） 事務局 小川まで
u12@fa
12@fa@fa-hakodate.jp
変更がある場合は１０月
変更がある場合は１０月１８
がある場合は１０月１８日（
１８日（水
日（水）までに訂正
）までに訂正の上，
訂正の上，連絡
の上，連絡してください。
連絡してください。

1 3 そ の 他

⑴ 各試合競技開始
各試合競技開始前に
開始前にメ
前にメンバー提
ンバー提出用紙
出用紙を提出すること。
⑵ 各試合競技開始
各試合競技開始前に
開始前にユ
前にユニフォ
ニフォームを当該
ームを当該チームは決定しておくこと。
⑶ 優勝,準優勝，
準優勝，第３位
第３位のチームは，バーモ
バーモントカップ
ントカップ第２3
第２3回全日本フットサル大
会道南ブロ
会道南ブロック大会の出場を
南ブロック大会の出場を義務付
ック大会の出場を義務付ける。
義務付ける。
⑷ 大会登録票
大会登録票等の締め切りは４日までですが，参加申
参加申し込みの締
みの締め切りは９
りは９月２６
日（木
日（木）とします。
）とします。締め切り後の受
り後の受け付けは致
けは致しません
しません。

