
2021 年度 全道少年（U-12）8 人制サッカー大会 兼 第 18 回 JA 全農杯 

全国小学生選抜サッカーIN 北海道 北空知地区予選 開催要項 
 

1 主旨   少年サッカーの発展と育成を目指し、かつ交流を図るとともに 8 人制サッカーの底辺拡大に努める。 

 

2 名称   2021 年度 全道少年（U-12）8 人制サッカー大会 

兼第 18 回 JA 全農杯全国小学生選抜サッカーIN 北海道北空知地区予選 

 

3 期日   2020 年 9 月 12・13 日（土・日）１次ラウンド 

2020 年 10 月 3・4日（土・日）決勝ラウンド 

 

4 会場   芦別市なまこ山総合運動公園陸上競技場 

       砂川市石狩川河川敷サッカー場 

 

5 主催   (公財)北海道サッカー協会 日刊スポーツ新聞社 

 

6 主管   北空知地区サッカー協会 北空知地区サッカー協会第４種委員会  

 

7 後援    芦別市・芦別市教育委員会・芦別サッカー協会 

       砂川市・砂川市教育委員会・砂川サッカー協会 

 

8 協力   芦別サッカー少年団・ＦＣ ＳＵＮＡＧＡＷＡ Ｕ－12 

 

9 参加資格 ①参加チームは 2020 年度に(公財)日本サッカー協会第 4種に加盟登録したチームであること。 

②参加選手は、上記加盟チームに所属する選手で、(公財)日本サッカー協会第 4種登録選手で 5年生 

以下あること。ただしＵ-6 選手の参加は認めないものとする。 

③第 4種年代の女子選手については(「クラブ申請」を承認された)同一クラブ内のほかのチームから 

選手を参加させることも可能とする。 

④参加チームは、(公財)日本サッカー協会発行の選手証を持参すること。ただし、写真添付により、 

顔の認識できるものであること。 

※選手証とは WEB 登録システム（KICK OFF）から出力した選手証・登録一覧を印刷したもの、 

またはスマートフォンや PC 等の画面に表示したものを示す。           

       ⑤引率指導者は、「参加チーム」を掌握指導する責任ある指導者であること。また、ベンチ入りする 

チーム役員の 2名以上が JFA 公認コーチ資格(Ｄ級コーチ以上)を有すること。 

ベンチには複数の指導者が入ることとする。 

⑥参加チームは必ず傷害保険(スポーツ安全協会傷害保険)に加入していること。 

⑦参加選手は健康であり、且つ大会参加に関する親権者の同意を得たものでなければならない。 

⑧優勝チームは 2021 年 4 月に開催される予定の、北海道予選（開催地区未定）の出場を義務づける。 

⑨選手の登録人数は 16 名以上 20 名以下、指導者の登録人数は 2名以上 4名以下とする。 

 

10 競技規則 (公財)日本サッカー協会「8人制サッカー競技規則」による。 

       ただし、詳細に関しては本大会用として競技方法に定める。 

 

11 大会形式 ①【1次ラウンド】8チームを4チーム2ブロックに分け総当たり戦を行う。 

各ブロックの1、2位のチーム合計4チームが【決勝ラウンド】4チームによるノックアウト方式へ 

進む。1次ラウンドで同じブロックの2チームは決勝ラウンド1回戦では対戦しない。 

②順位は、勝点（勝 3点、引分 1点、負 0点）当該チーム間の対戦成績、得失点差、総得点の順に 

より順位を決定する。 

③全て同じ場合は、全試合終了後にＰＫ方式で順位を決定する。 

 

12 競技方法 (1)プレーの時間：36 分(12 分-12 分-5 分-12 分 3 ピリオド) 

(2)インターバル(ピリオド間)： 第 1 ピリオドと第 2 ピリオド間は選手交代に要する時間のみとし、 

第 2ピリオドと第 3ピリオド間は、5分とする。 

(3)エンドの決定： 

3ピリオドのサイドはコイントスで決定し約半分が経過したタイミングでサイドをチェンジする 



タイミングは主審に委ねる。再開方法はキックオフとする。 

(4)決勝ラウンドで試合の勝者を決定する方法 

規定の時間内に勝敗が決しない場合は、6分(3分ハーフ)の延長戦を行い、なお決しない場合は 

試合終了時に出場している選手によるPK方式で勝者を決定する。 

延長戦に入る前のインタ－バル：5分 ＰＫ方式に入る前のインタ－バル：1分 

(5)選手の交代 

・競技者の数は、常に 8人（うち 1人はＧＫ）とする。 

・原則、選手全員が 1ピリオドを通じて出場する。 

・第 1ピリオド出場予定の 8人、第 2ピリオド出場予定の 8人と、その他交代要員を予め明確に 

する。 

・交代要員を含め同一選手の出場は 大で 2ピリオドまでとし、3ピリオド全てに出場すること 

はできない。事故・ケガ等で出場困難な選手が発生し、出場可能な選手が 11 人以下になった 

ときに限り、1試合で 3つのピリオドに出場することを認める。 

（延長戦はピリオドの数に含まない） 

①第 1ピリオド 

・予め決められた、第 1ピリオド出場予定選手が出場する。 

・試合中の、事故・けが等で交代する場合は、交代要員が出場する。 

・交代要員全員が事故・けが等で出場困難となった場合に限り、第 2ピリオド出場予定の選手 

が出場できる。 

         ・交代して退いた選手は、再び出場できない。（＝自由な交代ではない） 

②第 2ピリオド 

・予め決められた、第 2ピリオド出場予定選手が出場する。 

・試合中の、事故・けが等で交代する場合は、交代要員が出場する。第 1ピリオドで交代して 

出場していても出場はできる。 

・交代要員全員が事故・けが等で出場困難となった場合に限り、第１ピリオド出場予定の選手 

が出場できる。 

・交代して退いた選手は、再び出場できない。（＝自由な交代ではない） 

③第 3ピリオド 

・第 1・第 2の両ピリオドに出場した選手を除き、交代要員含め誰でも出場できる。 

・何回、何人でも交代でき、一度退いた選手も再び出場できる。（＝自由な交代） 

④延長戦 

・交代要員含め誰でも出場できる。 

・何回、何人でも交代でき、一度退いた選手も再び出場できる。（＝自由な交代） 

(6)交代の手続 

・交代して退く選手は、交代ゾーンからフィールドの外に出る。 

・交代して出場する選手は、退く選手が外に出た後、交代ゾーンからフィールドに入る。 

         ・交代は、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中に関わらず行うことが出来る。ただし 

交代で退く選手が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを離れて 

もよい。 

         ・交代は、主審、補助審判の承認を得る必要はない。 

・ゴールキーパーは、事前に主審に通知した上で、試合の停止中に入れ替わることができる。 

交代して退くゴールキーパーは、境界線の も近い地点からフィールドの外に出なければな 

らない。 

(7)テクニカルエリア：ベンチテント内及びテント幅内の前方１メートルとする。 

(8)ベンチに入ることができる人数： 大選手12名・指導者3名 

 2名以上の指導者がベンチに入ることを義務付ける。 

(9)審判員：1人の主審と補助審判が指名される。 

(10)アディショナルタイムの表示：実施しない｡ 

(11)ファウルと不正行為： 

・警告・退場：通常の競技規則に準ずる｡ 

・退場：当該チームは交代要員の中から競技者を補充し､常に8人でプレーする｡ 

・退席処分：ベンチ（監督・コーチ・役員他）が判定に対して異議を唱えたり、選手に対して 

罵声などの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。 



・大会期間中､警告を2回受けた選手等は､次の1試合に出場できない｡ 

・本大会において退場を命じられた選手等は､次の1試合に出場できず､それ以降の処置につい 

ては 本大会の規律委員会で決定する｡ 

         ・競技者が退場を命じられた場合は、その競技者のチームは交代要員の中から競技者を補充す 

          ることができる。主審は競技者が補充されようとしている間は、試合を停止する。 

       (12)負傷した競技者の負傷程度を確かめるために入場を許される引率指導者の数：2名以内 

       (13)ピッチサイズ：縦68ｍ×横50ｍとする。 

         ペナルティーエリア：ゴールライン上、ゴールポスト外側に12ｍ､その地点からゴ－ルライン 

         に直角12m 

ゴールエリア：ゴールライン上、ゴールライン外側に4ｍ、その地点からゴ－ルラインに 

直角4ｍ 

センターサークル：半径7ｍ ペナルティマーク：8ｍ 

ペナルティアーク：半径7ｍの半円弧 フリーキック時の壁との距離：7ｍ 

(14)ゴール：ゴールの内のり縦2.15ｍ、横5ｍ 

(15)ボール：４号球 

(16)コーナーキック：ボールがインプレーになるまで相手競技者は、コーナーアークから7ｍ以上 

離れる。 

(17)グリーンカードの導入 

 

13 ユニフォーム(1)試合に関しては、参加申込の際に登録している正・副2色のユニフォームを用意すること。 

 

14 懲罰    (1)本大会で退場・退席に未消化の出場停止処分は、北海道大会または直近の公式戦において順次 

消化する。 

       (2)本大会は、(公財)日本サッカー協会「懲罰規定」に則り、大会規律委員会を設ける。 

(3)本大会の規律委員会委員長は北空知地区サッカー協会第４種委員長が務める。委員については 

委員長が決定する。 

       (4)本大会諸規定および本記載にない事例に関しては、大会規律委員会にて決定する。 

 

15 参加料   ５，０００円（当日会場にて徴収します） 

 

16 参加名簿  参加チームは所定の参加名簿をＥメールで下記まで送付すること。 

        Ｅメール naie.jfc@gmail.com 

             北空知サッカー協会第４種委員会 須藤 宛 

提出期限 9月 10 日（木）17 時必着 

※期限までに提出がない場合は参加を取り消すことがある 

 

17 競技日程  組合抽選 9 月 4 日(金) 20：00～ 滝川市ハイドアウトカフェ 

受  付 9 月 12 日(土)  8：10～ 芦別市なまこ山総合運動公園陸上競技場 

        監督会議 行いません 

        競技開始 9 月 12 日(土)  9：00～ 芦別市なまこ山総合運動公園陸上競技場 

2 日目開始 9月 13 日(日)  9：00～ 芦別市なまこ山総合運動公園陸上競技場 

3 日目開始 10 月 3 日(土)  9：00～ 砂川市石狩川河川敷サッカー場 

大会予備日 10 月 4 日(日) １ 9：00～ 砂川市石狩川河川敷サッカー場 

        閉 会 式 行いません 

        ※天候の状況によっては、日程が変更となることがあるので注意。 

 

18 帯同審判  参加チームは、(公財)日本サッカー協会公認審判員を必ず帯同させること。 

        帯同する審判員の氏名を，資格等を参加申込書に記載すること。 

 

19 個人情報の取り扱いについて 

①大会参加者の氏名・所属・学年は大会運営のためにのみ利用する。 

②監督及びコーチの連絡先等は大会運営のため、緊急を要する場合に利用する。 

 



20 注意事項  ①会場の施設利用の際は、破損等のないように十分留意すること。 

②持ち物・貴重品等の管理は参加チームの責任で行い、ゴミは必ず持ち帰ること。 

③指定された場所以外での喫煙は行わないこと。 

④会場への行き帰り等は、交通安全に十分留意すること。 

⑤主催・主管等は、大会期間中の事故に関する一切の責任を負わないものとする。 

⑥応援席（保護者）から発声は行わないこと。 


