平成３０年度
福井県Ｕ-13サッカ ー選手権大会
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実施 要項

福 井県 Ｕ-13サ ッカ ー選手 権大 会
一 般社 団法 人 福 井県 サッ カー 協会
一 般社 団法 人 福 井県 サッ カー 協会 第３ 種委 員会
（ 株） モル テン
平 成30年11月3日（ 土），4日（ 日），11日（ 日），23日（ 金）
丸 岡ス ポー ツラン ド， 越前 市サ ッカー 場， 県内 各グラ ウン ド
(1)平成３ ０年 度公 益財団 法人 日本 サッ カー協 会の 第３ 種また は女 子
登録 した 加盟 登録団 体（ チー ム）で ある こと 。
(2)1.（1）の チーム に選 手登 録(追加 登録 を含む )された 選手 であ る
こと 。
2.選手 数が不 足し てい るチー ム(選手 １１ 名未 満)を含 む複数 チー
ムに よる 「合 同チー ム」，お よび，「合同 チー ム」 を構成 する 各チ
ーム に所 属す る選手 も， 事前 審査に より 承認 され れば参 加で きる。
(3)平成 １７年 （２ ００ ５年） ４月 １日 以降 に生ま れた 選手 である こ
と。（ 原則１ 年生 主体 とする 。）ま た，公 益財 団法 人日本 サッ カー
協会 によ り，「ク ラブ 申請」 を承 認さ れた 「クラ ブ」 に所 属する チ
ーム につ いて は，同 一ク ラブ 内のチ ーム に所 属す る第４ 種年 代の
選手 も参 加可 とする 。
(4)原則 上記の 期日 全て に参加 可能 であ るこ と。
(1)一次リ ーグ （１ １月３ 日， ４日 ）二 次リー グ（ １１ 月１１ 日） を
行い ，上 位チ ームで 決勝 トー ナメン ト（ １１ 月２ ３日） を行 う。
(2)決 勝トー ナメ ント は準決 勝， 決勝 を行 う。３ 位決 定戦 は行わ ず，
準決 勝で 敗退 したチ ーム を３ 位とす る。
(3)試合 時間は ，５ ０分 (25-7-25)と する。 決勝 トー ナメン トに おい
て勝 敗が 決し ない場 合は ，１ ０分 (5分ハ ーフ )の 延長 を行 い，そ の
後Ｐ Ｋ方 式に より勝 敗を 決定 する 。
(4)リー グでの 順位 の決 定方法 は，
1.勝 ち点（ 勝-3，分 -1，負 -0） 2.得失 点差 3.総 得点
4.当 該チー ムの 対戦 成績 5.抽 選 の 順で決 定す る。
(1)公益財 団法 人日 本サッ カー 協会 「サ ッカー 競技 規則 2018/19」に
よる 。
(2)メン バー表 (２部)を 試合開 始３ ０分 前ま でに提 出す る。 登録し た
交代 要員 の中 から交 代が 認め られる 。一 度退 いた 競技者 も再 び出
場す るこ とが できる 。
(3)本 大会に おい て退 場を 命じら れた 選手 は，次 の一 試合 に出場 でき
ない 。ま た， それ以 後の 処置 につい ては 大会 の規 律委員 会で 決定
する 。
(4)本大 会期間 中警 告を ２回受 けた 選手 は， 次の一 試合 に出 場でき な
い。
(1)参加申 込書 に登 録し得 る人 員は ，選 手は最 少１ １名 ～最大 ３０ 名，
役員 は監 督１ 名を含 め最 大５ 名，チ ーム 全体 で３ ５名ま でと する。
(2)参 加申込 書は 右記 宛に １部， １０ 月１ ５日(月 )必 着で 送付す る
こと 。追 加登 録申請 中の 選手 がいる 場合 は， 申請 書の写 しも 送付
する こと 。(ＦＡ Ｘま たはメ ール も可 とす るが， 抽選 会当 日に正 式
な申 込書 を提 出する こと )
※で きる だけ メール でお 願い しま す。
※ト ラブ ルを 防ぐた め， 参加 しない チー ムに つい ても返 信し てく
だ さい 。

参 加申 込先（ 事務 局）
〒916-0028 福井 県鯖 江市小 黒町 ２丁 目12－ １
和 田
学校Ｔ ＥＬ
学校Ｆ ＡＸ
ｅ -mail
携 帯電 話
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鯖江 中学 校内
祐 樹
宛

０７ ７８－ ５１ －２ ８９０
０ ７７８ －５ １－ ９０５ ３
Y.Wada@sabae.ed.jp
０ ９０ －６ ２７７ －７ ８１ ０

平成 ３０ 年１０ 月２ ０日 （土） １８ ：０ ０から 鯖 江中 学校 会議室
にお いて 行う 。
【抽 選会 に欠席 した チー ムは参 加を 認め ないこ とを 原則 とする 】
道 路状況 など で遅 れる場 合は 事務 局携帯 に連 絡し てくだ さい 。
事 務局に 連絡 なく ３０分 以上 遅れ た場合 は参 加を 取り消 しま す。
１０ ,０ ００ 円
で 徴収 します 。

抽選会 当日 ［平 成３０ 年１ ０月 ２０ 日（土 ）］現金

登 録選 手の変 更・ 追加 につい ては 登録 変更届 に必 要事 項を記 入し た
もの をチ ーム の第一 試合 開始 までに 提出 する こと。
（監 督， ｺｰﾁ等役 員も これに 準じ ，登 録者の みが ベン チ入り でき る）
優勝 チー ムに賞 状・ トロ フィー ，２ 位・ ３位チ ーム に賞 状を 授与す る。
公益財 団法人 日本 サッ カー協 会に 登録 された もの を原 則と し，参 加申
込書 送付 以後 の変更 は認 めな い。な お， 背番 号の変 更も 認め ない 。
(1) ユ ニフ ォー ム（ シャツ ，シ ョー ツ，ソ ック ス） は，正 の他 に，
副とし て正 と異 なる色 のユ ニフ ォーム （シ ャツ ，ショ ーツ ，ソ
ックス ）を 参加 申込書 に記 載し ，必ず 携行 する こと。
(2) 審 判（ 黒色 ）と 同一ま たは 類似 （濃紺 等） のユ ニフォ ーム の
上衣を 用い るこ とはで きな い。 ゴール キー パー につい ても 同様
である 。
(3) 背 番号 は， 参加 申込書 に記 載さ れた選 手固 有の 番号を 付け る
こと。
(1) 合同 チー ムは事 前審 査が 必要で す。 申込 前に３ 種委 員長 木内氏
へ連絡 して 下さ い。ま た， 承認 された 場合 の参 加申込 は， 合同
チーム それ ぞれ の代表 者が 協議 の上， 代表 チー ムが行 うよ うに
するこ と。
(2) 大会 期間 中，各 チー ムの 登録選 手は ，原 則とし て日 本協 会発行
の選手 証を 持参 しなけ れば なら ない。 ただ し， 写真添 付に より
顔の認 識が でき るもの であ るこ と。
※選手 証と は， 日本協 会Ｗ ＥＢ 登録シ ステ ム「 KICK OFF」か ら
出力し た選 手証 ・登録 一覧 表を 印刷し たも の， またス マー トフ
ォンや ＰＣ 等の 画面表 示し たも のを示 す。
協会 に未登 録の 選手 は出 場でき ませ んの で，追 加登 録の 申請を
１０月 １５ 日(月)まで に済 ませ て下さ い。 参加 申込書 に登 録
する未 登録 選手 及び選 手変 更を 予定す る選 手と も申請 を済 ませ
て下さ い。
(3) 参 加者 は， スポ ーツ傷 害保 険に 加入し てい るこ とが望 まし い。
(4) チ ーム には 必ず 審判の 割り 当て があり ます 。主 審，副 審の で
きる方 を必 ず帯 同して 下さ い。

