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１．主催
  （一社）　明石サッカー協会 第４種委員会

２．後援
　（株）シンノウ

３．大会顧問
　明石市議会議員　山崎　雄史

４．大会委員長
　（一社）　明石サッカー協会　第４種委員長　堂本　昌稔

５．大会担当チーム
　エスペランサＦＣ、明石ＦＣ、ＲＥＤＳＴＡＲ　ＦＣ、錦浦ＳＣ

６．大会参加チーム
　(一社）明石サッカー協会　第４種所属チーム

７．日時
　２０１４年　９月　１４日（日）　開会式　９：００　（集合：　8：30　）

８．場所
　大蔵海岸多目的広場（フットサルフィールド）

９．参加対象
　引率者：監督及びコーチ（３名以内）　審判はフットサル審判資格取得者でなくても可。
　選手   ：チームの編成は４年生以下の参加。（ベンチ入り含め１４名以下とする。）
　　　①引率者は当該チームを指導把握し、責任を負うことの出来る者であること。
　　　②選手は保護者の同意のある者に限る。
　　　③参加チームは障害保険（スポーツ安全協会障害保険）に必ず加入していること。
　　　　※１５名以上のベンチ入りについては、ビブス着用などで出場しない選手であることを明確にする。

１０．参加費

１１．大会方式
　予選リーグの後、決勝トーナメント方式とする。
　予選リーグはＡ～Ｄの４グループで行なう。
　各リーグ上位１チームが決勝トーナメントに出場する
　　[順位決定方法]
　　　①予選リーグは勝ち点制（勝３点　引き分け１点　負０点）とする。勝ち点が同じ場合、得失点差。
　　　　　得失点差も同じ場合総得点の多いチーム。総得点も同じ場合は抽選により順位を決める。
　　　②準決勝戦において同点の場合は、PK戦（１人目からサドンデス）により上位進出チームを決める。
　　　　　決勝戦・３位決定戦で同点の場合はＰＫ戦（１人目からサドンデス）で勝敗を決める。

１２．試合時間
　予選リーグは８分１本・決勝トーナメントは、７分－１分－７分（１分のインターバルは給水）

１３．表彰

１４．競技規定
　日本サッカー協会「フットサル競技規則」に準ずる

１５．審判
　試合時間の間隔が短いため審判の割り当ては事前に確認し準備の上、試合開始が遅れないように
　お願いします。
　尚、審判はフットサル審判有資格者でなくても可とします。

　明石市

「第６回　みんなでつなごう　エコカップ　フットサル大会」　大会要項

　今年度の大会参加費は無料です。

　１位、２位、３位チームにトロフィーと賞状を授与する。



１６．試合の組合せについて

　詳細は添付のリーグ戦組合せ表、タイムスケジュールをご確認ください。

１７．その他
　１）ユニホームはＦＰ、ＧＫを含め各２着（正副）準備してください。
　　　※本部にて事前確認を行いませんので、試合開始前に相互で確認を完了しておいてください。
　２）シューズはフットサル形式につきトレーニングシューズか運動靴は可とし、サッカースパイクは認めない。

※多目的広場の使用に関する注意事項
　・利用時間内に競技が終了するように十分余裕を持って利用してください。
　　（注）利用時間には準備及び整備清掃時間も含みます。競技終了後は整備、掃除等を速やかに行ない、
　　　　　利用時間内に施設を退場してください。
　・ゴミは利用者が責任を持って持ち帰るようにし、園内の環境美化にご協力ください。
　・飲食、喫煙は所定の場所でお願いします。
　・競技場のピッチ内には水以外の飲み物を絶対に持ち込まないでください。
　・フィールド、ピッチ内に入ることが出来るのは選手及び指導者のみとします。
　　（緊急時を除き、保護者のフィールド、ピッチ内への入場は禁止します）

※運営についてのお願い
　１）割当てられている審判についてご協力お願いします。
　　（後審を基本としていますが、各ピッチの１試合目につきましては本部と試合開始時間の遅い
　　　チームより１チームに割り振りをしています）
　２）ユニホームチェックは行ないませんので以下の様にユニホームの着用をお願いします。
　　　予選リーグ内ではチーム番号の小さい方が主たる濃色のユニフォーム、大きい方が淡色のユニ
　　　フォームを着用しピッチに集合します。
　　　決勝トーナメントにおいては、事前に対戦チーム同士で調整してください。
　　　※問題があれば事前に本部に相談してください。
　３）予選リーグ内ではチーム番号の小さい方からのキックオフにて試合を開始します。
　　　従って、試合前のコイントスも行ないません。
　　　決勝トーナメントのみ、試合前にコイントスを行ない、コートの選択を行ないます。
　４）試合前のアップについては使用許可の出ている範囲内で行なってください。
　　　場所につきましては当日、開会式後の指導者打ち合わせ時に説明・確認します。
　５）当日のスケジュール
　　　【当日　　　／　　（日）】
　　　　　８：３０ 集合（各チームより１名　参加をお願いします）
　　　　　９：００～ 開会式
　　　　　９：４０ 第１試合開始時間

　８月１７日の４種委員会にて抽選を行ない決定します。



南側 北側 南側 北側 南側 北側

1 9:40 王子 魚住 錦が丘 明石少年 江井ヶ島 錦浦

2 9:50 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 明石ＦＣ 沢池 二見西 人丸 やまて

3 10:00 二見北 中崎 谷八木 林 花園 鳥羽

4 10:10 高丘 藤江 魚住 沢池 明石少年 人丸

5 10:20 錦浦 二見北 明石ＦＣ 谷八木 二見西 ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ

6 10:30 やまて 清水 中崎 花園 林 高丘

7 10:40 藤江 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 鳥羽 江井ヶ島

8 10:50 ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ 王子 清水 錦が丘

9
準決勝

11:15

A１位 B１位 C１位 D１位

10 11:45 決勝戦 ３位決定戦

ＮＯ

2014 第６回エコカップ 組み合わせ表

ピッチ

西 中 東

時間

ベンチ



1 9:40

2 9:50 王子 魚住 錦が丘 明石少年 江井ヶ島 錦浦

3 10:00 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 明石ＦＣ 沢池 二見西 人丸 やまて

4 10:10 二見北 中崎 谷八木 林 花園 鳥羽

5 10:20 高丘 藤江 魚住 沢池 明石少年 人丸

6 10:30 錦浦 二見北 明石ＦＣ 谷八木 二見西 ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ

7 10:40 やまて 清水 林 高丘

8 10:50 藤江 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 鳥羽 江井ヶ島

9 11:15

10 11:45 本部 本部

2014 第６回エコカップ 審判割当表

ＮＯ 時間

ピッチ

西 中 東

本部 本部 本部

本部 本部



Aブロック 競技時間：８分１本

チーム 王子 魚住 沢池 二見西 ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ 勝点 得失点 得点 順位 抽選

王子

魚住

沢池

二見西

ﾚｯﾄﾞｽﾀｰ

Ｂブロック

チーム 錦が丘 明石少年 人丸 やまて 清水 勝点 得失点 得点 順位 抽選

錦が丘

明石少年

人丸

やまて

清水

Ｃブロック

チーム 江井ヶ島 錦浦 二見北 中崎 花園 鳥羽 勝点 得失点 得点 順位 抽選

江井ヶ島

錦浦

二見北

中崎

花園

鳥羽

Ｄブロック

チーム ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 明石ＦＣ 谷八木 林 高丘 藤江 勝点 得失点 得点 順位 抽選

ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ

明石ＦＣ

谷八木

林

高丘

藤江

2014 第６回エコカップ 予選リーグ勝敗表



競技時間：７分-１分-７分

西　11：45

Ｄ１位

2014 第６回エコカップ 決勝トーナメント表

A１位 Ｂ１位 Ｃ１位

西　11：15 東　11：15

東　11：45








	１
	２
	３
	４
	５
	６
	7
	8

