
第 25 回滝川地方法人会青年部会杯Ｕ-11 少年サッカー大会 兼

2022 年度全道少年（U-12）8 人制サッカー大会北空知地区予選 開催要項

1 主旨 少年サッカーの発展と育成を目指し、他の選手と交流を図るとともに、税金に関する正

しい知識を身につけ教養を深める。

2 名称 第 25 回滝川地方法人会青年部会杯Ｕ-11 少年サッカー大会兼 2022 年度全道少年（U-12）

8 人制サッカー大会北空知地区予選

3 期日 2021 年 10 月 30 日（土）１次ラウンド

2021 年 10 月 31 日（日）１次ラウンド・税金クイズ・決勝戦

4 会場 砂川市石狩川河川敷サッカー場

5 主催 北空知地区サッカー協会・滝川サッカー協会

6 主管 北空知地区サッカー協会第４種委員会

7 協賛 社団法人滝川地方法人会・間税会

8 協力 砂川サッカー協会・ＦＣ ＳＵＮＡＧＡＷＡ Ｕ－12

9 参加資格 ①参加チームは2021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、小学 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。

⑤参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。

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)等』に加入していること。

⑦優勝チームは 2022 年 4月に開催される予定の北海道大会（開催地区未定）への出場を

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 6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。

②各ブロック1位のチームで【決勝戦】を行う。

③【1 次ラウンド】の順位は、勝点（勝 3 点、引分 1 点、負 0 点）、得失点差、総得点、

当該チーム間の対戦成績の順により決定する。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。

④【決勝戦】で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（3人）で勝

者を決定する。延長戦に入る前のインターバル：5分、ＰＫ方式に入る前のインターバ

ル：1分

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：第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)競技の進め方

〇競技者の数は、常に 8人（うち 1人はＧＫ）とする。

〇原則、選手全員が 1 ピリオドを通じて出場する。

〇第 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。

〇交代要員を含め同一選手の出場は最大で 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

〇予め決められた、第 1ピリオド出場予定選手が出場する。

〇試合中の事故・けがで交代する場合は、交代要員が出場する。

（交代要員：提出したメンバー表に出場印がついていない選手）

〇交代選手全員が事故・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。

〇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

〇予め決められた、第 2ピリオド出場予定選手が出場する。

〇試合中の事故・けがで交代する場合は、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。

〇交代選手全員が事故・けが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。

〇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

〇第 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。

〇何回、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

〇交代要員含め誰でも出場できる。

〇何回、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）

(5)交代の手続

〇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。

〇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。

〇交代は、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。

〇交代は、主審、補助審判の承認を得る必要はない。

〇ゴールキーパーは、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、境界線の最も近い地点からフィール

ドの外に出なければならない。

(6)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。

(7)ベンチに入ることができる人数：最大選手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。

(8)審判員：1人の主審と補助審判が指名される。

(9)アディショナルタイムの表示：実施しない｡

(10)ファウルと不正行為：

〇警告・退場：通常の競技規則に準ずる｡

〇退場：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｡

〇大会期間中､警告を2回受けた選手等は､次の1試合に出場できない｡

〇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｡

(11)飲水タイム：採用しない。

(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の大きさを使用する。

〇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

〇ゴールエリア：ゴールライン上、ゴールポスト外側に4ｍ、その地点からゴ－ル

ラインに直角4ｍ

〇センターサークル：半径7ｍ

〇ペナルティマーク：8ｍ

〇ペナルティアーク：半径7ｍの半円弧

〇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)(公財)日本サッカー協会のユニフォーム規定に基づいたユニフォームを使用しな

ければならない。ただし、(2)以下については、一部本大会の緩和規定として採用

する。

(2)本大会に登録した正・副2組のユニフォーム（シャツ・ショーツ及びソックス）を

試合会場に持参し、いずれかを着用しなければならない。（正・副の2色について

は、明確に異なる色とする。

※なお、大会主催者が認めた場合に限り、デザインやロゴが異なっていても同系

色のユニフォームであれば着用を可能とする。

(3)ゲーム進行時、ゴールキーパーがフィールドプレイヤーとなる場合（その逆の場

合も）については、シャツの交換のみでもよいこととする。また、その場合、ゴ

ールキーパーは、他の選手との判別がつくのであれば、ゴールキーパーとして登

録しているユニフォームでなくてもよいものとする。

(4)ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用す

る場合、ソックスと同色でなくてもよい。

(5)アンダーシャツ・タイツの色は問わないが、チーム内で同色のものを着用する。

(6)選手番号については、参加選手ごとに大会に登録されたものを使用する。

14 懲罰 (1)本大会で退場・退席による未消化の出場停止処分は、北海道大会及び直近の公式

戦において順次消化する。

(2)本大会で受けた警告については、累積として北海道大会には持ち越さないものと

する。

(3)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。

(4)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

については委員長に一任する。

(5)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 10 月 20 日（水）17時必着

17 競技日程 組合抽選 別途おしらせします。

受 付 10月 30 日(土) 8：00～ 大会本部前

監督会議 10月 30 日(土) 8：15～ 大会本部前



競技開始 10月 30 日(土) 9：00～

2 日目開始 10月 31 日(日) 9：00～

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、３級以上の(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荒天・震災・雷・感染症等、不測の事態が発生した場合には本大会実施委員会（主

管地区理事長、競技委員長、審判委員長等で構成）において協議の上、対処する。

中断・中止・延期することがあることを留意のこと。

⑦本競技会は大会期間を通じて感染対策担当者を設置する。選手・チーム役員・審判

員・大会運営等関係者・引率保護者・観客など会場にいる全ての者は、感染対策担

当者の判断・指示等に従わなければならない。

⑧大会参加チームは、新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインやチェックリス

トに沿って行動し、感染拡大の予防に努めること。なお、大会の途中で関係者から

感染者が出た場合は、本大会運営委員会において協議の上、対処する。


