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FUJIE ウインター CUP 2018 U-10（4年生以下）サッカー大会 開催要項

1. 主催 藤江KSC

2. 後援 神戸新聞社・藤江KSC保護者会

3. 協力 ご参加いただく全クラブ

4. 日時 2018年2月24日（土）　小雨決行

・キックオフ　9:00～　・表彰式　16:00～　（開会式は行いません）

5. 会場

明石市二見町南二見8番地１

6. 参加資格 ・20歳以上の指導者が引率・同行するチーム

・全員健康で、保護者の参加承諾を得た者

・指導者を含め、全員がスポーツ安全保険等に加入していること

・4年生以下の選手

7. 競技規定 ・ルール 日本サッカー協会競技規則に準ずる

8人制サッカー競技規則に準ずる

・競技方法 8人制

・選手交代 交代人数無制限のリエントリー制とする

（GKのみアウトオブプレー中に主審の許可を得て交代）

・シューズ 固定式で、裏面に金属の見えないものとする

レガースの着用を義務付ける

8. 競技方法 予選リーグ

3チーム1ブロックによる予選リーグを行う（総あたり・各チーム2試合）

ブロック順位の決定は勝ち点制（勝ち3点・引き分け1点）

・試合時間は10分-3分-10分とする（アディショナルタイムは採用しないものとする）

・同点の場合は、得失点差･総得点・該当チームとの対戦結果の順に決定

・上記でも決しない場合は抽選にて決定

順位戦

予選各ブロック順位による順位戦を行う（同一順位同士・各チーム1試合）

・順位戦では、同点の場合PK戦（3人制）を行う

・試合時間は15分-5分-15分とする（アディショナルタイムは主審の判断によるものとする）

棄権

試合開始時間を過ぎても規定の人数が揃わない場合は相手チームの不戦勝とする

予選リーグでの不戦勝の場合は戦績を不戦勝チームの3対0とする

反則・警告の累計

反則の累計は行わない

退場処分になった選手は次の1試合に出場できない

それ以降の措置については主催者にて決定する

    

平素は藤江ＫＳＣの活動にご協力、ご支援いただき、誠にありがとうございます。
今大会はご参加いただく少年サッカークラブ同士の交流を深め、参加選手のスキルアップをめざし開催いた
します。
参加チームの皆様とともに、子ども達の思い出に残る良い一日となりますよう、指導者・保護者一同、精一杯
努力して参ります。
大会運営では至らぬ点もあるかと思いますが、皆様の暖かいご指導・ご支援・ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

明石海浜公園　運動場（北） 設営少年コート2面（クレー）　ゴールライン 46m × タッチライン 68m



9. 審判 主審1名で行う（決勝のみ副審2名を設定）

審判割当表のとおり、当該チームの帯同審判員にて行う

帯同審判員数や試合組み合わせの都合により、審判が行えない場合は本部に要請する

主審・主催者の判断により副審を設定できるものとする

副審を設定する場合は主審チーム・本部より選出するものとし、選手でも可とする

決勝のみ、主審1名、副審2名で行う（本部にて指名）

10. 大会運営 ・ユニフォームチェック

ユニホームは対戦チーム同士で試合までに協議し決定（本部では行いません）

やむを得ない場合はビブスでの対応も可する

11. 組み合わせ あらかじめインターネット抽選をおこないます

12. 表彰 ・優勝 トロフィー・賞状

・準優勝 トロフィー・賞状

・三位 盾・賞状

・優秀選手賞（各チーム2名） 金・銀ミニメダル

13. 参加費 １チーム　2,500円（当日8時半以降に本部にて受付時にお支払いください）

14. 参加チーム 6チーム

15. その他 負傷や疾病については、主催者側では手当てや治療の責任は負いません

各チーム及び個人の持ち物には必ず名前を記入して下さい

ゴミは各チームで、必ず持ち帰って下さい

荒天等による中止の連絡は、午前6時半頃に各チ－ムの代表者に連絡いたします

設営・撤収のご協力をお願いいたします（各クラブ1名以上7時半にご集合ください）

16. 大会役員 大会委員長 小林　和信 090-7116-8290 クラブ代表・監督

大会副委員長 小野　雅行 090-2064-4997 U-10担当コーチ

大会事務局 磯　忠祐 090-8934-1499 クラブ事務局担当

大会要項

FUJIE ウインター CUP 2018 U-10（4年生以下）サッカー大会



予選リーグ組み合わせ

予選リーグ 試合時間　10-3-10分
同点時　引き分け

A ブロック

B ブロック

順位戦 試合時間　15-5-15分
同点時　PK（ 3人制）

6位

5位

Bブロック3位

4位
5位決定戦

西⑧ Aブロック3位
vs

Bブロック2位

3位
3位決定戦

東⑧ Aブロック2位
vs

決勝戦
東⑨ Aブロック1位

vs
Bブロック1位

準優勝

対戦
優勝

REDSTAR
西⑤ 西③

林少年
西① 西③

西⑤

得点 失点 得失差 抽選 順位

明石少年
西①

チーム名 明石少年 林少年 REDSTAR 勝点

西ピッチ／1･3･5 試合目

藤江
東⑤ 東③

大久保
東① 東③

沢池
東① 東⑤

チーム名 沢池 大久保 藤江 勝点 得点 失点 得失差 抽選 順位

東ピッチ／1･3･5 試合目

A ブロック 沢池SC 大久保SC 藤江KSC

B ブロック 明石少年FC 林少年SC REDSTAR FC

    

1 2 3



試合時間　予選　10-3-10分／順位戦（●印）　15-5-15分
※試合間について、U-10予選後は2分、他は5分を設定しています

　
　

　
　  

⑪ 15:05 U-12

⑩ 14:15 U-12

13:35 FREE⑨

五決
Aブロック3位

－
Bブロック3位 Bブロック1位

● ⑧ 12:55

⑦ 12:15 U-12

11:35 U-12西 ⑥

⑤ 11:10 予選B REDSTAR － 明石少年 林少年

林少年 － REDSTAR 明石少年

④ 10:30 U-12

③ 10:05 予選B

② 9:25 U-12

対戦 審判

① 9:00 予選B 明石少年 － 林少年 REDSTAR

KICKOFF

⑪ 15:05 U-12

⑩ 14:15 U-12

Bブロック1位 本部より指名（三審制）
● ⑨ 13:35 決勝

Aブロック1位
－

Bブロック2位 Aブロック1位
● ⑧ 12:55 三決

Aブロック2位
－

12:15 U-12⑦

東 ⑥ 11:35

⑤ 11:10 予選A 藤江 － 沢池 大久保

U-12

－ 藤江 沢池

②

④ 10:30 U-12

③ 10:05 予選A 大久保

9:25 U-12
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予選リーグ･順位戦対戦表・スケジュール

KICKOFF 対戦 審判

藤江－ 大久保① 9:00 予選A 沢池



駐車場について

明石海浜公園駐車場（第1･第2）をご利用ください。

・運動場へは第1駐車場が最寄りとなります

グラウンド使用について

当日は朝7時30分よりグラウンド準備をしておりますが、同時刻より入場可能です。

運動場（北面）エリアにてアップ等を行っていただいてかまいません。

また、同エリア内に待機場所をご自由に確保ください。

尚、運動場（南面）では軟式野球の試合が行われますので、立ち入らないようにお願いします。

運動場外でのボール使用は禁止されています。

ボールパーソン

受付について

受付を行いますので、8時半以降に大会本部までお越しください。

設営協力について

たいへん申し訳ございませんが、各チーム1名以上、7時半にクラブハウス前に集合してください。

グラウンド設営と撤収のご協力をよろしくお願いいたします。

ベンチについて

東西各ピッチの両ベンチは、いずれもグラウンド中央部分に設けます。

試合進行について

スムーズな試合進行のため、試合開始5分前には各ベンチ側のピッチサイドに集合してください。

審判について

大会本部にて審判カードをお渡しします。試合終了後、大会本部に速やかに結果のご報告をお願いします。

主審は審判服着用をお願いします（上着のみでも可）。

給水タイム（ピッチ内・ランニングタイム）は主審に一任とします。

審判用の飲料水は本部と東西ピッチ（両ベンチ）間に用意していますのでご自由にご利用ください。

落雷への注意

その他

公園内にゴミ箱はありませんので、各チームにてお持ち帰り願います。

貴重品管理は各チームにて管理をお願いします。

公園内は炭などを利用しての火気の使用は厳禁です。

天候不良による中止の場合は午前6時半頃に各チーム担当者へお電話します。

雨天の場合でも、小雨や天候回復が見込める場合は開催します。

喫煙はクラブハウス前の運動場入り口付近にてお願いします。

落雷の恐れのある場合は、駐車場の車へ避難いただきますので、あらかじめ駐車位置・搭乗車両をお決
めいただき、クラブ内で周知してください。

試合中に運動場（南面）へボールが飛び出さないよう、またスムーズな試合進行のため、試合中の各クラ
ブ保護者にてご協力お願いします。

・駐車料金の減免は行いませんのでご了承ください（1時間100円・上限1日1,000円、バスは1回1,000円）
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注意事項

対戦表の左側のチームがピッチに向かって左側のベンチ、右側のチームがピッチに向かって右側の
ベンチとします。
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