
第9回タツミカップ大会要項

1.主    催  明石少年フッ トボールクラブ

2 協   賛  タツミスポーツ

3 日   時  平成30年 3月 21日 (水・祝)  指導者集合 9日寺

※開会式は行いません 閉会式は行います

4 会   場  明石市立大蔵海岸多目的広場    明石市大蔵海岸通 2丁 目 5番
TEL:078-914-0800

5 参加資格   ● 日本サッカー協会第 4種に加盟登録 した団体及びその団体に所属する選手で20歳

以上の指導者が試合に同行すること

●選手はスポーツ安全保険に加入 し、参加について保護者の同意を得ていること

6.競 技規定  ■ 競技規則 日本サッカー協会フッ トサル競技規則に準ずる

日本サ ッカー協会競技規則に準ずる

■ 選手交代 自由な交代 とする。

■ シューズ 固定式で、裏面に金属の見えないものとする

フッ トサル競技時もスパイク着用許可

レガースの着用を義務付ける

7 競技方法   【サッカー】

■ 試合    ・ トーナメン ト方式

同点の場合は延長戦無 しのPK戦で行 う (サ ドンデス)

■ 試合時間 15分 1本  決勝のみ 20分 1本

ユニホームチェックは致 しません。対戦相手 と話 し合いを事前に行って下さい。

【ア トラクション】当日発表

【フッ トサル】

■ 試合    ・予選 リーグ

4チ ーム 1ブロックによる予選 リーグを行 う

ブロック順位の決定は勝ち点制 (勝ち 3点 ・引き分け 1点 )

同点の場合は得失点・総得点・該当チームとの対戦結果で決定
・順位決定戦

各ブロック順イ立による順位決定戦をイ〒う

同点の場合は延長戦無 しのPK戦で行 う (サ ドンデス)

■ 試合時間  8分 -2分 -8分

8.審    判  フットサルの予選は相互で行って下さい 順位決定戦は本部で行います

サッカーは後審で行ってください (勝 :主審 負 :副審 )

審判服の着用は義務付けない

9.表    彰  優勝チーム    優勝 トロフィー  賞状

準優勝チーム   準優勝 卜ロフイー 賞状

3位チーム             賞状  MVP 各チーム2名

(フ ッ トサル 1名 :サ ッカー 1名 )

10  参力日費   1チ ーム 10,000円  (当 日本音6で徴収 )

11 その他  ①傷病についての処置は各チームで行ってください。

②雨天の場合による中止は当日7時 までに各代表者に電話連絡致します。 (小雨決行)

③駐車場は有料です。

④ピッチ内での給水はお水のみでお願い致します。

⑤当日の荷物置きはクラフ
・ハウス上でお願いします。

連絡先  080-3778-6396
明石少年フッ トボールクラブ

監督 北村 弘孝
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相互

14：40～15：00 1位戦 本部 14：40～15：00 14：40～15：00

3位戦 相互 14：20～14：40 4位戦

相互 14：00～14：20 人丸 中崎

14：20～14：40 2位戦 本部 14：20～14：40

清水 中崎 相互

14：00～14：20 明石少年 林少年 相互 14：00～14：20 清水 王子 相互

相互

13：40～14：00 藤江 貴崎 相互 13：40～14：00 人丸 王子 相互 13：40～14：00

明石少年 貴崎 相互 13：20～13：40 王子 中崎13：20～13：40 藤江 林少年 相互 13：20～13：40

対戦 審判

13：00～13：20 藤江 明石少年 相互 13：00～13：20 林少年 貴崎 相互 13：00～13：20 人丸 清水 相互
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