Super Sports XEBIO CUP 2018 in FUKUI
開催要項

１．主

旨

「いつでも、どこでも、だれでも」参加できる手軽なスポーツとして、また、健康づくりと仲間づくりを目
的とした生涯スポーツとして、フットサルを様々なカテゴリーに広くアピールすることで、フットサル競技
の普及・振興を図る。

２．名

称

Super Sports XEBIO CUP 2018 in FUKUI

３．主

催

ゼビオグループ ・ 一般財団法人日本フットサル連盟 ・ 日本フットサルリーグ（F リーグ）
一般社団法人福井県サッカー協会

４．主

管

一般社団法人 福井県サッカー協会 フットサル委員会
福井県フットサル連盟 ・ 勝山市サッカー協会

５．協

賛

スーパースポーツゼビオ ・ ヴィクトリア ・ アディダス

６．特別協賛

スーパースポーツゼビオ フェアモール福井大和田店

７．後

援

福井新聞社 ・ ＦＢＣ福井放送 ･･･（予定）

８．協

⼒

Ｐ＆Ｐ浜松 ・ DigitalFIELD ・・・（予定）

９．運営協⼒

JOGARBOLA 福井 ・ ASSIST FUTSAL CLUB
福井丸岡 RUCK ・ 福井丸岡 RUCK サテライト

１０．開 催 日

2019 年 1 月 5 日（土）・6 日（日）・12 日（土）・ 13 日（日）・ 14 日（月祝）

１１. 会

1 月 5 日・・・ ジオアリーナ

場

1 月 6 日・・・ ジオアリーナ
1 月 12 日 ・・・ ジオアリーナ
1 月 13 日 ・・・ 県営体育館
1 月 14 日 ・・・ 県営体育館
１２．カテゴリー

①Ｕ-9

②Ｕ-10

③Ｕ-1１

④U-12
1

⑤Ｕ-15

⑥Ｕ-18

⑦MENS
１３．参加条件

⑧O-35

⑨保護者 MIX

⑩一般 MIX

・福井県に在住又は勤務、通学している健康な方。
・本年度の公益財団法人日本サッカー協会（以下「本協会」）ならびに一般社団法人福井県
サッカー協会（以下「県協会」）に加盟登録しているチーム、または、エンジョイフットサル
「J-futsal」に登録した選手とする。

１４． 参加資格

①Ｕ-9

②Ｕ-10

③Ｕ-1１

④U-12

本年度の「本協会」・「県協会」に加盟登録している単独チームで、フットサルチームの場合は
「フットサル 4 種」、サッカーチームの場合は「サッカー4 種」登録のいずれかであること。
条件１ ・・・ 「第 12 回福井県フットサルリーグ（少年の部）」に参加しているチーム
条件２ ・・・ 上記以外で参加を希望するチーム
⑤Ｕ-15

⑥Ｕ-18

⑦MENS

本年度の「本協会」・「県協会」に加盟登録いる単独チームで、フットサル・サッカーチームの場合
は、それぞれ「1 種・2 種・３種」登録のいずれかであること。
また、サッカーまたはフットサルの登録をしている選手の混合チームの場合「本協会」のエンジョイフ
ットサル「J-futsal」にエントリー選手全員が登録し、ID を取得していること。
⑨保護者 MIX
今年度の４種チーム登録を⾏ったチームの保護者で構成されたチームであること。なお、保護
者の方が指導者および選手登録を⾏っている者は、試合中に同時に２名以上ピッチに⽴てな
い。
「本協会」のエンジョイフットサル「J-FUTSAL」にエントリー選手全員が登録し、ID を取得してい
ること。
⑧O-35

⑩一般 MIX

「本協会」のエンジョイフットサル「J-FUTSAL」にエントリー選手全員が登録し、ID を取得してい
ること。
(1) すべての参加チームには、フットサル審判員（4 級以上）がいること。
(2) 全てのチームは、スポーツ障害保険に必ず加入していること。
(3) チームを掌握し、責任を負うことのできる指導者または保護者が常時帯同していること。
(4) 未成年の選⼿は、保護者の同意を必ず得ていること。
＜注意事項＞
※ 条件 1 を満たしているチームには優先的に参加資格を与える。
※ 同カテゴリーにおいて、監督・帯同審判員の重複エントリーは認めない。複数カテゴリーにお
いて選手の重複エントリーは認めない。なお、同カテゴリーで複数チーム参加の場合は、２チ
ームまでとする。なおチーム名には A、B と必ず付けること。
※ 1 チーム当たりの選手人数は、６名以上 10 名以内が望ましい。
※ 原則して、大会期間三日間とも参加できること。
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※ 募集期間内であっても定数に達した場合は申し込みを締切る。（先着順）
※ MIX 部門は、試合において⼥性 2 名が常時試合に出場すること。
https://j-futsal.jfa.jp/

登録はこちらから⾏ってください。 ➡

１５．募 集 数

①Ｕ-9（小学 3 年⽣以下）

・・・ 24 チーム（リーグ優先 18）

②Ｕ-10（小学 4 年⽣以下）

・・・ 24 チーム（12）

③Ｕ-11（小学 5 年⽣以下）

・・・ 24 チーム（15）

④Ｕ-12（小学 6 年⽣以下）

・・・ 40 チーム（14）

⑤Ｕ-15（中学生）

・・・ ８チーム

⑥Ｕ-18（高校生）

・・・ 8 チーム

⑦MENS（18 歳以上※⾼校⽣不可）

・・・ 6 チーム

⑧O-35（35 歳以上）

・・・ 6 チーム

⑨保護者 MIX（少年保護者の男⼥）

・・・ 8 チーム（8）

⑩一般 MIX（中学生以上の男⼥）

・・・ 4 チーム

※ 募集数は予定であり、申込み状況によっては変更する場合があります。
※ 各カテゴリー実施最少チーム数は 4 チームとします。
１６．ス ケ ジ ュ ー ル

※予定であり、決定ではありません。少年カテゴリーにおいて予選⽇が学校や地域⾏
事で都合が悪い場合は、申込時に理由を書いて申し込んで下さい。
１/５(土)・・・予選（U9/U10/U11/U12）
１/６(日)・・・予選（U9/U10/U11/U12）

3 日間のうちの 1 日

１/12(土)・・・予選（U9/U10/U11/U12）
１/13(日)・・・予選（U15/U18/MENS/O-35/保 MIX/一般 MIX）
１/14(月)・・・決勝トーナメント（全カテゴリー）
１７． 競技方法

＜予選ラウンド＞
(1) 全てのカテゴリーにおいて、原則４チームによる予選リーグを⾏い各グループ上位チームが
決勝トーナメントに進出する。
(2) 予選ラウンドにおける順位決定方法は、リーグ内の勝点制とし、勝点合計の多いチームを
上位とし決定する。勝点は、勝ち・・・3 点、分け・・・1 点、負け・・・0 点とする。ただし、勝
点合計が同じ場合は、以下の順序により決定する。
■当該チーム間の成績の内

⑴ 対戦成績

⑵ 得失点差

⑶ 総得点数

■グループ内の成績の内

⑷ 総得失点差

⑸ 総得点数

⑹ 抽選

＜決勝ラウンド＞
(1) 原則、全カテゴリーともトーナメント⽅式で⾏う。
(2) 競技時間内に勝敗が決しない場合は、延⻑戦なしの 3 人による PK 戦を⾏い、勝者を決
定する。
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１８． 試合時間
（予定）

全てのカテゴリーにおいてランニングタイムで⾏う。
(1) U-9、U-10、U-11、U-12、保 MIX

・・・ 16 分間（前後半各 8 分）

ハーフタイムのインターバル

・・・

2 分間

PK 戦前のインターバル

・・・

1 分間

(2) U-15、U-18、Mens、MIX

1９． 競技会規定

・・・ 20 分間（前後半 10 分）

ハーフタイムのインターバル

・・・

3 分間

PK 戦前のインターバル

・・・

1 分間

「本協会」の 2018／2019 フットサル競技規則に準ずる。ただし、大会抽選会および代表者会
議にいて決定した事項については特別ルールを採用する。
(1) 原則、チーム登録選手は６名以上とする。ベンチ入りの際の選手数は登録選手全員を認
める。ただし、役員はエントリー内の３名までする。
(2) 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、以後の処分に
ついては大会規律委員会にて決定する。
(3) 本大会期間中に警告２回を受けた選手は、次の一試合に出場出来ない。
(4) シューズはキャンバス、または柔らかい皮革製で靴底がゴム、または類似の素材で出来てい
る接地面が飴色、白色、もしくは無色透明のフットサルシューズ、トレーニングシューズ、また
は体育館用シューズタイプのものとする。スパイクシューズおよび靴底が一部でもその他の色
で着色されたものは使用できない。（特に保護者 MIX は注意のこと）
(5) 原則、選⼿全員が同じ正副のユニフォームを準備し正装で⾏なう。半袖の下に⻑袖を着
用する場合はユニフォームの袖の主たる色と同色のみ可とする。パンツの下のスパッツ、タイ
ツの着用に関してもパンツの主たる色または、パンツの裾にラインがある場合は、その色と同
色であること。交代要員は競技者と異なる⾊のビブスまたは上着を着⽤すること。
(6) J-FUTSAL 登録チームに関しては、ユニフォームの着用が望ましいが、準備出来ない場合
はスポーツに適したものであれば良い。ただし、必ずストッキング・すね当てを着用すること。
なお、試合で着用するビブスは、⾊の異なる２種類をチームで準備すること。
＜補足＞
※ ⑨⑩の MIX 部において、試合には常時 2 名以上の⼥性が出場していること。また、GK は
男性のみとする。なお、⼥性が得点した場合は 2 点とする。
※ PK 戦が⾏われる際、キッカーが⼥性の場合は GK も⼥性とし、この場合の得点は 1 点とす
る。（試合中の PK は該当しない）
※ ネックウォーマー、マフラー、帽子、マスク、メガネ等の着用は認めない。

２０． 大会運営

(1) 会場準備、後始末は、当⽇参加の全チームで⾏うことを基本とする。
(2) 審判は基本的に帯同制とし、主審・第 2 審で⾏う。（有資格者）

２１． 審

判

正装で⾏なう。(資格級・フェアプレー・リスペクト各ワッペン着用)。タイツの着用は認めない。割
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り当て審判の上位級者が主審を務めることが望ましい。ルールブックを熟読して正確なジャッジ、
再開方法を適用してください。
２２． 表

彰

優勝、準優勝、三位を表彰する。
優勝チームより最優秀選手１名、準優勝チームより優秀選手１名を選出し表彰する。

２３． 開・閉会式

開会式は⾏わない。
閉会式・表彰式には、各カテゴリーともベスト４進出チームの選手が参加すること。

２４． 抽

選 (予定)
期日：2018年12月18日（火） 19:00〜（受付18:30〜）
会場：スーパースポーツゼビオ フェアモール福井大和田店前イベント広場
「ショッピングモール Lpaエルパ 2F」
※ 参加チームは必ず参加(複数参加の場合は代表1名)すること。

２５． 参 加 費

２６． 参加申込

U-9、U-10、U-11、U-12、

・・・1 チーム 6,000 円

U-15、U-18、MENS、O-35、保護者 MIX、一般 MIX

・・・1 チーム 9,000 円

申込みは先着順とする。募集期間内であっても定数に達した場合は募集を終了する。また申
込みに不備があった場合は参加をお断りする場合があります。
大会登録票・承諾書に必要事項を記入し、2018年12月14日（⾦）24:00までにＥメー
ルに添付し申し込むこと。
※ 件名には 「ゼビオカップ申込み(チーム名)」 と記入すること。
※ 大会登録票・承諾書は、別途県協会HPよりダウンロードすること。
申込み先はこちら

２７． 振込み先

➡

fukui.futsal@gmail.com

参加費振込みは複数参加の場合、⼀括振込でも構いません。また、振込⼿数料はチームで
負担願います。振込み期限は、2018年12月14⽇（⾦）とします。なお振込みの際は、チ
ーム名、お名前、連絡先を必ず記載してください。
必ずゼビオカップ参加費と記入してください。
● 振込先：【加入者名】 福井県サッカー協会フットサル委員会
【口座番号】 00780-9-56958（郵便⼝座）
※ 郵便局備付の⻘⾊印字の振込票
※ 他⾦融機関からの払込⽤⼝座番号：店番079 当座0056958

２８． そ の 他

(1) 参加チーム選手は必ず傷害保険（賠償責任付）に加入しておくこと。
(2) 大会登録票に記載するチーム名は、原則「本協会」への登録名称とし、複数参加の場合
はチーム名の後にA、B・・・と付けること。
(3) 会場使用については、各会場の規定を厳守すること。
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(4) 各会場では、個⼈利⽤者や団体利⽤者の迷惑にならないよう配慮すること。
(5) アリーナ以外でのボールの使用は原則禁止とします。
(6) チームや個人で出したゴミ、持ち込んだゴミは必ず持ち帰ること。
(7) 施設内の器物を破損した場合は各チームにおいて弁済すること。
(8) 大会期間中、大会役員等が写真撮影を⾏います。撮影した写真は、スーパースポーツ
ゼビオ フェアモール福井大和田店内に掲示させていただく場合があります。
(9) 試合当日は、写真が添付されたフットサルまたはサッカー選手証、もしくは、写真が添付さ
れた電⼦選⼿証を必ず携⾏すること。J-FUT登録チームは、登録を証明できる書類を必
ず携⾏すること。
(10) 19歳以下の未成年者チームが試合を⾏う際は、必ず、全ての責任が負える指導者また
は保護者が１名ベンチに入ること。未成年者だけの場合は不戦敗とし、その場合のスコア
は0-3とする。
(11) 不測の事態（⼤雪等）により、⼤会が開催できない場合は、⼤会を中⽌する。その場
合は参加費を後⽇清算し、全額または⼀部を返⾦する予定です。
(12) 開催時期が冬場のため、時間に余裕を持ち、集合時間に遅れないようにすること。
２９． 問合せ先

不明な点については、下記アドレスまでメールでお問い合わせてください。「県協会」への電話で
問い合わせには対応できません。
問い合わせはこちらから⾏ってください。

➡

fukui.futsal@gmail.com

※ 問合せの場合は、必ず、チーム名、お名前、連絡先（携帯含む）を記入してください。
匿名の場合は回答いたしません。
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出場選手参加規約

＜大会参加について＞
1. 大会当日は必ずフロントで受付を済ませてからの参加となります。
2. 荒天候時(雷⾬、積雪、災害等)及び、予期せぬアクシデントにより大会を開催できないときは、大会開始約 90
分前を目安に、ご連絡を差し上げます。中止・延期の決定は各施設または主催者側の一存での決定となります
ので、予めご了承下さい。
3. ⼤会当⽇はプログラム及びタイムスケジュールの変更等により時間のズレが発⽣することもありますので、予めご了
承の上、コートの⼊れ替え及び集合は速やかに時間の余裕を持って⾏ってください。ご協⼒いただけない場合、試
合時間を短縮させていただく場合がございます。
4. 試合中・試合後において相⼿チーム及び審判への暴⼒⾏為、暴⾔、ヤジ等は⼀切禁⽌とさせていただきます。
5. 参加チームのレベルの統一化を図るため、申込時に当施設基準により審査させていただく場合がございます。
6. 施設内ご利⽤時、⼤会開催中の盗難につきましては⼀切の責任を負いかねます。貴重品の管理は充分にご注
意ください。
7. 参加をキャンセルしましても、参加費の返⾦はいたしません。充分にご注意して、参加登録を⾏ってください。
8. 1 大会に複数チームでの参加の場合、掛け持ちの参加は出来ません。
9. 怪我をした場合の治療費は、全て⾃⼰負担でお願いします。その為スポーツ保険への加⼊を強くお勧め致します。
試合中の接触などの怪我の場合でも、明らかな過失（殴る、蹴るなど）が認められない限りは相手チームへの治
療費の請求は原則できません。
10. 当日ボールの貸出はございませんので、アップ用等で必要な場合は各チームでご用意下さい。
11. コート内での飲食及び喫煙は禁止です。喫煙は各施設の所定場所でお願いいたします。また大会場所によって
は、敷地内全面禁煙の場所もございます。ルール及びマナーをお守りください。
12. 持ち込まれたゴミ等は各自の責任の下、お持ち帰り下さい。
13. 飲酒をされてのプレー・応援は固くお断りいたします。万が一大会中に飲酒が発覚した場合、飲酒をしたプレイヤー
の他、チーム全員出場停止とすることがございます。
14. 試合中に出血がある場合は、出血が止まるまで試合には出場出来ません。
15. ⼤会開始後、やむを得ない事態（急激な天候の変化及び⼤震災、その他常識の範囲内）により、試合時間
の短縮、試合中止などの判断をさせていただく場合がございます。そのような場合、試合時間の保障はなかったも
のとして扱います。また⼤会開始後はいかなる場合においても⼤会費⽤の返⾦は⾏いません。開催前に関しては、
当日スタッフ係員までお問い合わせ下さい。中止などで途中までご来訪の場合でも、交通費の支払いは主催者が
⼀切負うことはありません。
16. 警備の都合上、身分証の提示及び質問をする場合がございます。従えない場合はチームおよび関係者は即没
収試合とし、今後の⼤会への参加等を⼀切禁⽌とさせていただく場合がございます。なお、景品及び賞品をお渡し
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出来ない他、⼤会参加費等も返⾦致しかねますのでご理解下さい。
17. 主催者が記録した大会出場中の参加者の映像・写真・記事・記録などは主催者に帰属します。また、この記録
のメディア（インターネット・雑誌・テレビ・新聞など）への掲載権は主催者が有します。
18. その他事項は、大会主催者側からの指示に従って下さい。施設内に設置してある注意事項を遵守下さるようお
願い致します。
19. 上記規約をお守りいただけない場合は、チーム及び関係者は即没収試合とし、今後の⼤会への参加等を⼀切
禁⽌とさせていただく場合がございます。なお、景品・賞品をお渡し出来ない他、⼤会参加費等も返⾦致しかねま
すのでご理解下さい。
20. 参加者の承諾を得ることなく、いつでもサービス内容、および規約を変更できることとします。
<大会中服装・装飾物について＞
1. ユニフォームが無いチーム、ユニフォームが両チームとも同系色の場合は、片方のチームにビブスを着用していただく
場合があります。ビブスは無料貸し出しいたしておりますので、お声かけください。
2. 眼鏡着⽤での試合は、破損による賠償責任は如何なる理由がありましても、着⽤者の責任として頂けた場合の
み可能です。スポーツ眼鏡に関しましては利⽤を許可します。ただし証明書を確認させていただく場合がございます
ので、証明証を必ずご持参ください。
3. ピアス・ネックレス・時計・指輪等のアクセサリーは着⽤禁⽌とさせていただきます。万が⼀それにより相⼿へケガを負
わせた場合、治療費の⽀払い責任が⽣じる場合があります。
4. ネックワォマー、ニット帽、タオル等は付属品となりますので試合時は外す用にお願い致します。
5. 髪を止める用具はゴムのみとなります。ヘアバンド、ヘアピンも付属品となり外して頂きます。
6. ジーンズなどのカジュアルな服装はご遠慮いただき、フットサルウェア及びその他スポーツウェア等でご参加下さい。ファ
スナー付ウェアはファスナーを上まで上げて下さい。その他につきましては、審判の判断に従って下さい。
7. フード付のウェアはプレー中ボールが入る可能性がありますので、着用出来ません。
8. コート上では、フットサル専用シューズ、トレーニングシューズ、運動靴をご使用ください。
（サッカースパイクの使用は禁止しております。）
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