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小平市サッカー協会 少年部サッカー大会規定       平成３０年４月１４日版 

【共通事項】 

①【参加資格】 市内大会の場合：小平市サッカー協会加盟団体の大会対象学年以下 

          市民大会の場合：小平市内在住・在学の対象学年以上の小学生で学校の体育時間にたえられる者 

          若しくは、小平市サッカー協会加盟団体の対象学年以上の小学生 

          招待大会（５年生招待大会、協会長杯）：対象学年以下で編成するチーム 

          小平市サッカー協会少年部大会へ、女子チームが出場する場合、大会規定の一部の軽減措置を行う場合がある。 

②【競技人数】 各大会にて競技人数は決定します。  競技人数により以下の最低チーム人数を決定します。 

８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする）  

７人制（1 チーム５ 名以上とし、５ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

５人制（1 チーム４ 名以上とし、４名に満たない場合には不戦敗とする） 

③【勝敗の決定】各大会：予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

           但し 各大会の規定に定めがある場合、大会規定を優先します。 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

但し 各大会の規定に定めがある場合、大会規定を優先します。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

④【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選： 

尚、不戦敗：リーグ戦の場合 当該チームの試合はすべて無効となります。 

但し 各大会の規定に定めがある場合、大会規定を優先します。 

⑤【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。 

            退席処分を受けたベンチスタッフは、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。 

            同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。 

尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、 

小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑥【主催】     小平市サッカー協会及び、一般社団法人小平市体育協会との共同主催 
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■注意事項… 各会場のブランコ、ジャングルジム他、会場の遊具の使用は厳禁です。＜特に、各チームは子供さんへ徹底をお願いします＞ 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

②【用具その他】∙ 試合球は４号公式球、若しくは軽量４号ボールを使用。各大会の規定に定めに従う。 

∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

④選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 

 

【 小平市大会１・２年生適用特別ルール 】 

コーチ会議申し合わせ事項 

１． ファールスローについて 

ファールスローがあった場合、レフリーが正しい方法を指導してください。ただし、再度ファールスローの場合はファールにせずそのまま流す。 

＊理由：楽しくサッカーすることを優先とします。 

２． キーパーへのバックパスについて 

  バックパスをキーパーが手で処理した場合、ファールにせずそのまま流す。これはあくまで不測の事態に対するレフリーの対処方法である。 

各チームにおいて、キーパーはバックパスを手で処理しないよう指導する。 

３． 対人ファールについて 

レフリーは相手チーム選手に対するファールがあった場合、流さずにきちんと取る 

４． オフサイドについて 

  オフサイドルールは適用しない 

５． 2年生以下の大会使用ゴールは、原則フットサルゴールを使用する。 但し 会場の都合で少年用のゴールを使用する場合あり。 

 

低学年ということもあり、楽しくサッカーをすることが重要である 

以上の点を踏まえ、レフリーは教育指導的な立場で試合をコントロールする 

 

各チームは判定に素直に従い、ベンチだけでなく応援席にも以上の考えを伝え、大会に協力する 
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■ 【第３３回小平６年生大会】 

① 【参加資格】 小平市サッカー協会加盟団体の小学校６年生以下 

② 【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③ 【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④ 【競技人数】 ５人制（1 チーム４ 名以上とし、４ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ６分間 

（前・後半各３分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】 

・選手３名によるペナルティキック戦で勝敗を決します。 （３名で決しない場合はサドンデス。） 

・選手全員がペナルティキックを蹴ることができます。 （３人で決しない場合は、１人目ではなく４人目。） 

・但し、対戦チームの人数が相違する場合は、予め少ないチームの人数に合わせます。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間 …１０分－３分－１０分（但し、決勝戦は同点の場合、前後半３分ずつの延長戦を行う） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】２人制 ：また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状、各チームに優秀選手メダル 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

競技規則 

１． 日本サッカー協会フットサル競技規則に基づくものとする。 

２． 少年大会用ルール（確認事項） 

(1) キックオフから直接得点することはできない。 

(2) ゴールキーパーからのボールは直接ハーフウェーラインを越えることはできない。 

・ゴールクリアランス（全て手で持って投げる）の場合。 

・インプレイ中にキャッチしたボールを手で投げる場合。 

・インプレイ中にキャッチしたボールをパントキックで蹴る場合。 （ドロップキックもＮＧ。） 

ゴールキーパーが手で投げた後、または足でけった後、ボールが競技者に触れるかプレーされる、あるいはピッチ面に触れる 

前にハーフウェーラインを越えたときは、相手側チームに間接フリーキックを与える。  間接フリーキックは、ハーフウェーライン上の任意
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の地点から行われる。 

３． ローカルルール（大会独自ルール） 

◆ ボールがアウトオブプレイになっても時計を止めない。（タイムキーパーは配置しない） 

◆ タイムアウトは要求できない。（タイムアウトルールは採用しない） 

◆ 累積ファウルはカウントしない。（従って、第２ペナルティマークは不要） 

４． その他 

◆ バックパス等ゴールキーパーに関わる反則（相手側の間接フリーキック） 

・ゴールクリアランスの際に、ボールが一度インプレイとなり、一度相手競技者へ触れる前に、ゴールキーパーが再びボールに 

触れた場合。 

・保持していたボールを離した後、ボールが相手側によって触れられるかプレーされる前に、味方競技者からボールを受けた 

場合。 

・味方競技者によって意図的にゴールキーパーにキックされたボールを手で触れるか手でコントロールした場合。 

・自分自身のハーフ内で、４秒を超えてボールを手または足で触れるかコントロールした場合。 

◆ キックイン（ルール改正に注意） 

・ボールがピッチから出た地点、またはピッチ外で、その地点から２５ｃｍ以内の場所から、必ず静止したボールを蹴る。 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑭【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。 

   

■注意事項… 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

②【用具その他】∙ 試合球はフットサル４号ボールを使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

⑤ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第５６回小平市民大会＜６年生・５年生の部＞】 

①【参加資格】 小平市内在住・在学の５年生以上の小学生で学校の体育時間にたえられる者 

          若しくは、小平市サッカー協会加盟団体の５年生および６年生 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照  

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑦【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤コイントス：尚、不戦勝の得点は，５対０とする。 

⑧【試合時間】試合時間…２０分ハーフ（但し、予選で四チームリーグの場合は、１５分ハ－フの場合あり、注：大会の代表者会議で最終決定する） 

⑨【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑩【審判】３人制 各チーム２名の審判員を帯同のこと。また、必ず審判服を着用すること。 

⑪【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状：２・３位パート 優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状:各チームに優秀選手メダル、 

 優勝：持ち回りライオンズ優勝旗、１位（金メダル）、２位（銀メダル）３位（銅メダル） 

⑫【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑬【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑭【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑮【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。   

■注意事項…各会場のブランコ、ジャングルジム他、会場の遊具の使用は厳禁です。＜特に、各チームは子供さんへ徹底をお願いします＞ 

①メンバー表を代表者会議当日に提出してください。少年部加盟チームは提出不要。 

②大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

③ 【用具その他】∙ 試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

④ 【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

⑤ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第３４回小平市協会長杯争奪少年サッカー大会実施要項】 

■名 称：第３４回小平市協会長杯争奪少年サッカー大会 

■主 旨：サッカーを通じて、子ども達の健全な育成に奇与し、地域の交流を発展させ、 

親善を深めると共に、サッカーの技術向上と体力増進、さらに、小平市少年サッカーの資質向上を図る。 

■主 催：小平市サッカー協会少年部 

①【参加資格】 小学６年生以下で編成するチーム 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…２０分ハーフ（但し、予選で四チームリーグの場合は、１５分ハ－フの場合あり、注：大会の代表者会議で最終決定する） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】３人制 各チーム２名の審判員を帯同のこと。また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状 

       各チームに優秀選手メダル:優勝｛カップ（持ち回り） 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑮【その他】 

・運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。  

・試合３０分前に集合し、受付をする。（メンバー表の提出はなし） 

・試合開始時刻５分前に揃って（６名以上）いなければ不戦敗とし、当該試合の得点は、５―０で相手方の勝ちとし 
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勝点３を加え、不戦敗チームは、勝点０とする。 

            ・試合中に暴言を吐いたり、少年にあるまじき行為をした場合は、その選手を退場させるか、または、 

チームの出場を停止させる場合もある。 

   

■注意事項…各会場のブランコ、ジャングルジム他、会場の遊具の使用は厳禁です。＜特に、各チームは子供さんへ徹底をお願いします＞ 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

②【用具その他】∙ 試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

④選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第２０回  弥生杯  8人制サッカー大会 大会要項】 

①【趣旨】小学生年代最後の公式大会として、6年生の卒業記念大会。 

        8人制として、サッカー技術の向上に努めるとともに、他チームとの交流を図る。 

②【主催】小平市サッカー協会 少年部 

③【参加資格】小平市サッカー協会に登録されたチームであること。 ６年生が主体のチームであること。 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦,決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。 

注：２位・３位パートの決勝は延長なし、即 PK方式によって決定する。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…２０分ハーフ（但し、予選で四チームリーグの場合は、１５分ハ－フの場合あり、注：大会の代表者会議で最終決定する） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】３人制 各チーム２名の審判員を帯同のこと。また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位・トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状、各チームに優秀選手メダル 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑭【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。 

   

■注意事項…各会場のブランコ、ジャングルジム他、会場の遊具の使用は厳禁です。＜特に、各チームは子供さんへ徹底をお願いします＞ 

①【保険加入】大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

②【ユニホームについて】チームは、色の異なるユニホームを２着用意する事。 
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③【用具その他】∙ 試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

④【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

⑤選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第３３回小平五年生大会】 

② 【参加資格】 小平市サッカー協会加盟団体の小学校５年生以下 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦,決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。 

注：２位・３位パートの決勝は延長なし、即 PK方式によって決定する。【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…２０分ハーフ（但し、予選で四チームリーグの場合は、１５分ハ－フの場合あり、注：大会の代表者会議で最終決定する） 

          

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】３人制 各チーム２名の審判員を帯同のこと。また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状、各チームに優秀選手メダル 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑭【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。  試合中の給水時間は充分取る事。 

■注意事項… 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

②【用具その他】∙ 試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③ 【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

④ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第２８回小平市招待少年サッカー大会 大会要項】 

①【参加資格】 小学５年生以下で編成されたチーム。 

②【期日】 小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦,決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。 

注：２位・３位パートの決勝は延長なし、即 PK方式によって決定する。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑧【試合時間】試合時間…２０分ハーフ（但し、予選で四チームリーグの場合は、１５分ハ－フの場合あり、注：大会の代表者会議で最終決定する） 

⑨【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑩【審判】３人制 各チーム２名の審判員を帯同のこと。また、必ず審判服を着用すること。 

⑪【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状 

       各チームに優秀選手メダル、優勝カップ（ 持ち回り）、全チーム （ １ チーム２ ０ 個）→参加賞 

⑫【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑬【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑭【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑮【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。   

■注意事項… 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

② 【用具その他】∙ 試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

④ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第１６回小平商工会会長杯争奪４年生フットサル大会】 

①【参加資格】 小平市サッカー協会加盟団体の小学校４年生以下 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ５人制（1 チーム４ 名以上とし、４ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ６分間 

（前・後半各３分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】 

・選手３名によるペナルティキック戦で勝敗を決します。 （３名で決しない場合はサドンデス。） 

・選手全員がペナルティキックを蹴ることができます。 （３人で決しない場合は、１人目ではなく４人目。） 

・但し、対戦チームの人数が相違する場合は、予め少ないチームの人数に合わせます。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間 …１０分－３分－１０分（但し、決勝戦は同点の場合、前後半３分ずつの延長戦を行う） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】２人制 ：また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状 ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状 

       各チームに優秀選手メダル、優勝チームには優勝は持ち回りカップ 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

競技規則 

１． 日本サッカー協会フットサル競技規則に基づくものとする。 

２． 少年大会用ルール（確認事項） 

(1) キックオフから直接得点することはできない。 

(2) ゴールキーパーからのボールは直接ハーフウェーラインを越えることはできない。 

・ゴールクリアランス（全て手で持って投げる）の場合。 

・インプレイ中にキャッチしたボールを手で投げる場合。 

・インプレイ中にキャッチしたボールをパントキックで蹴る場合。 （ドロップキックもＮＧ。） 

ゴールキーパーが手で投げた後、または足でけった後、ボールが競技者に触れるかプレーされる、あるいはピッチ面に触れる 
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前にハーフウェーラインを越えたときは、相手側チームに間接フリーキックを与える。  間接フリーキックは、ハーフウェーライン上の任意

の地点から行われる。 

３． ローカルルール（大会独自ルール） 

◆ ボールがアウトオブプレイになっても時計を止めない。（タイムキーパーは配置しない） 

◆ タイムアウトは要求できない。（タイムアウトルールは採用しない） 

◆ 累積ファウルはカウントしない。（従って、第２ペナルティマークは不要） 

４． その他 

◆ バックパス等ゴールキーパーに関わる反則（相手側の間接フリーキック） 

・ゴールクリアランスの際に、ボールが一度インプレイとなり、一度相手競技者へ触れる前に、ゴールキーパーが再びボールに 

触れた場合。 

・保持していたボールを離した後、ボールが相手側によって触れられるかプレーされる前に、味方競技者からボールを受けた 

場合。 

・味方競技者によって意図的にゴールキーパーにキックされたボールを手で触れるか手でコントロールした場合。 

・自分自身のハーフ内で、４秒を超えてボールを手または足で触れるかコントロールした場合。 

◆ キックイン（ルール改正に注意） 

・ボールがピッチから出た地点、またはピッチ外で、その地点から２５ｃｍ以内の場所から、必ず静止したボールを蹴る。 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑭【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。 

   

■注意事項… 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

②【用具その他】∙ 試合球はフットサル４号ボールを使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③ 【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

④ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第３３回小平４年生大会】 

①【参加資格】 小平市サッカー協会加盟団体の小学校４年生以下 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦,決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。 

注：２位・３位パートの決勝は延長なし、即 PK方式によって決定する。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…２０分ハーフ（但し、予選で四チームリーグの場合は、１５分ハ－フの場合あり、注：大会の代表者会議で最終決定する） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】１人制 予備審 あり：また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状、各チームに優秀選手メダル 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑭【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。 

■注意事項… 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

② 【用具その他】∙ 試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

③ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第５６回小平市民大会＜４年生・３年生の部＞】 

①【参加資格】 市内在住・在学の３年生および４年生の小学生で学校の体育時間にたえられる者 

若しくは、小平市サッカー協会加盟団体の３年生および４年生 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…２０分ハーフ（但し、予選で四チームリーグの場合は、１５分ハ－フの場合あり、注：大会の代表者会議で最終決定する） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】３人制 各チーム２名の審判員を帯同のこと。また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状：２・３位パート 優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状:各チームに優秀選手メダル、 

優勝：持ち回りカップ、１位（金メダル）、２位（銀メダル）３位（銅メダル） 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑮【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。 

■注意事項…①メンバー表を代表者会議当日に提出してください。少年部加盟チームは提出不要。 

②監督又は代表者は、一人１チームとし、２チーム以上の監督又は代表者となることは認めない。 

④ 大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

④【用具その他】∙試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

⑤【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

⑤ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第３３回わんぱく大会】 

①【参加資格】 小平市サッカー協会加盟団体の小学校３年生以下 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…１５分ハーフ（但し 大会の代表者会議で最終決定する） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】１人制 予備審 あり：また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状、各チームに優秀選手メダル 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑭【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。 

■注意事項… 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

② 【用具その他】∙ 試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

③ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第５６回小平市民大会＜２年生・１年生の部＞】 

①【参加資格】 市内在住・在学の２年生および１年生の小学生で学校の体育時間にたえられる者 

          若しくは、小平市サッカー協会加盟団体の１年生および２年生 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平中央公園、その他 

④【競技人数】 ５人制（1 チーム４ 名以上とし、４名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。注：競技人数が４名の場合、相手チームに合わせる。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…１０分ハーフ（但し 大会の代表者会議で最終決定する） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】１人制 予備審 あり：また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状：２・３位パート 優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状:各チームに優秀選手メダル 

優勝：持ち回りカップ、１位（金メダル）、２位（銀メダル）３位（銅メダル） 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑮【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。 

■注意事項…①メンバー表を代表者会議にて各チーム２部提出して下さい。少年部加盟チームは提出不要。 

②大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

④ 【用具その他】∙ 試合球は４号軽量球のボールを使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

④【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。中央公園の駐車場は狭い為、車は、使わないでお願いします。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

⑤ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第２１回ちびっ子大会】 

①【参加資格】 小平市サッカー協会加盟団体の小学校２年生以下のチーム（必ず２年生が入ること） 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ５人制（1 チーム４ 名以上とし、４名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ１０分間 

（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。注：競技人数が４名の場合、相手チームに合わせる。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…１０分ハーフ（但し 大会の代表者会議で最終決定する） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】１人制 予備審 あり：また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状、各チームに優秀選手メダル 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑭【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。   

■注意事項… 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

② 【用具その他】∙試合球は４号軽量球のボールを使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

③【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

③ 選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 
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【第１５回１年生大会】 

①【参加資格】 小平市サッカー協会加盟団体の小学校１年生以下のチーム（年長可） 

②【期日】小平市サッカー協会少年部の年間予定参照 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ５人制（1 チーム４ 名以上とし、４名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦、決勝トーナメント戦 （３位決定戦は行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ６分間 

（前・後半各３分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

【ＰＫ戦】５人によるＰＫ戦で勝敗を決める。５人以降は、サドンデスとする。 注：競技人数が４名の場合、相手チームに合わせる。 

【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑥【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑦【試合時間】試合時間…１０分ハーフ（但し 大会の代表者会議で最終決定する） 

⑧【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑨【審判】１人制 予備審 あり：また、必ず審判服を着用すること。 

⑩【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状、各チームに優秀選手メダル 

⑪【大会参加費】１チームの参加費は代表者会議の案内で都度、連絡いたします。 

⑫【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑬【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフ

は、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回による退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・

ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定する。 

⑮【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。   

■注意事項… 

①※ゴールは、ミニサッカーゴールまたはフットサル用ゴールを使う。 

②大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入しておいてください。 

④ 【用具その他】∙試合球は４号軽量球のボールを使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず着用のこと。 

④【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 

注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。 ＜左記、チーム名は小平市サッカー協会少年部発行の駐車証を用意すること＞ 

⑤選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によって変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 


