


大会次第
開会式

選手整列

開会宣言

国歌斉唱

理事長挨拶 一般社団法人明石青年会議所 理事長 柿野真吾君

来賓紹介 明石市長 ○○○○様

兵庫県議会議員 松本隆弘様

選手宣誓 チーム〇○ ○○ ○○君

運営の注意事項

試合開始

予選リーグ ４リーグでの総当たり戦（１試合１５分エンド）

※出場チームが１２チームを超えた場合はトーナメント方式で行う

あかしユニバーサルフェスティバル

あかしユニバーサルフットボール連盟による障害者サッカー(アンプティサッカー、

ブラインドサッカー）のデモ、体験会

元Ｊリーガー近藤岳登氏によるサッカー教室 他

決勝トーナメント 上位４チームによるトーナメント

準決勝、３位決定戦は１０分ハーフ［インターバル５分］

決勝は１５分ハーフ［インターバル５分］

閉会式

選手整列

表彰式

閉会宣言

大会協賛企業
アサヒ飲料株式会社
株式会社めいらく（スジャータ）
コカ・コーラウエスト株式会社
兵庫ヤクルト販売株式会社
有限会社オーキド米穀



大会規定

＜参加資格＞
・小学校5年生以下の選手で構成されたチームであること。（５年生を中心）
・選手はスポーツ傷害保険（スポーツ安全協会傷害保険等）に加入しているこ
と。（ケガをした場合の応急処置は行うが、その後はチームで責任を持つ）
・本大会への出場チーム並びに選手は、大会の定める同意書に承諾したチー
ム・選手に限る。

・引率者は当該チームを掌握、指導する責任ある指導者であること。
・参加チームが１６チームを超えた場合は、参加チームで協議、もしくは説明
会での抽選で１６チームを選出する。

＜競技規定＞
・本大会は８人制で行う。
・公益財団法人日本サッカー協会「Laws of the Game2018/2019サッカー競技規
則」および、８人制の競技規則に準ずる。上記ルールに 規定されていない
事項に関しては、公益財団法人日本サッカー協会発行の最新版サッカー競技
規則を準用する。ただし、下記項目においては本大会特別ルールを適応する。
・競技時間は予選リーグは１５分エンド、準決勝、３位決定戦は１０分ハーフ
［インターバル５分］、決勝は１５分ハーフ［インターバル５分］で行う。

・交代人数に制限を設けない［再出場可］
・大会使用球は４号球日本サッカー協会検定球とし主催者で用意する。ユニ
フォームはＧＫを除く選手全員が同じものを着用すること。対戦チームと同
系色の場合は、大会本部にて判断の上、指示に従っていただきます。

・同点の場合はＰＫ戦方式（３人制）により勝敗を決する。３人ずつで勝敗が
決しない場合は、サドンデス方式にて勝敗を決する。

・ベンチ（監督・コーチ）が判定に対して異議を唱える、選手に対してネガ
ティブなコーチングを行い、主審から一度注意を受けた後に、再度同様な行
為があった場合は、主審の判断により退席処分とし、それ以降はベンチから
のコーチングは不可とする。

・審判については有資格者を各チームより１名以上お願いします。審判の確保
できないチームはチーム間で調整をお願いします。難しい場合は本部まで申
し出てください。
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コーチ コーチ

参加チーム



別紙 

大会規定 

＜ 参加資格 ＞ 

• 小学校５年生以下の選手で構成されたチームであること。（５年生を中心） 

• 選手はスポーツ傷害保険（スポーツ安全協会傷害保険等）に加入していること。（ケガをした場合の応急処置は行うが、

その後はチームで責任を持つ） 

• 本大会への出場チーム並びに選手は、大会の定める同意書に承諾したチーム・選手に限る。 

• 引率者は当該チームを掌握、指導する責任ある指導者であること。  

• １６チームを超えた場合は、参加チームで協議、もしくは説明会での抽選で１６チームを選出する。 

競技規定 

• 本大会は８人制で行う。 

• 公益財団法人日本サッカー協会「Ｌａｗｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｇａｍｅ２０１８／２０１９サッカー競技規則」および、８人制の競技規

則に準ずる。上記ルールに規定されていない事項に関しては、公益財団法人日本サッカー協会発行の最新版サッカ

ー競技規則を準用する。ただし、下記項目においては本大会特別ルールを適応する。 

• 競技時間について、予選は４リーグに分かれて総当たり戦（１試合１５分エンド）で行う。決勝トーナメントは準決勝、３

位決定戦は１０分ハーフ［インターバル５分］で、決勝は１５分ハーフ［インターバル５分］で行う。※出場チームが１２チ

ームを超えた場合は予選もトーナメント方式によって行う。 

• 交代人数に制限はありません［再出場可］ 

• 大会使用球は４号球 日本サッカー協会検定球とし主催者で用意する。 

• ユニフォームはＧＫを除く選手全員が同じものを着用すること。対戦チームと同系色の場合は、大会本部にて判断の

上、指示に従っていただきます。 

• 同点の場合はＰＫ戦方式（３人制）により勝敗を決する。３人ずつで勝敗が決しない場合は、勝敗が決するまで１人ず

つＰＫを行い、勝敗を決する。 

• ベンチ（監督・コーチ）が判定に対して異議を唱えたり、選手に対してネガティブなコーチングを行い、主審から一度注

意を受けた後に、再度同様な行為があった場合は、主審の判断により退席処分とし、それ以降はベンチからのコーチ

ングは不可とする。 

• 審判については有資格者を各チームより１名以上お願いいたします。審判の確保できないチームはチーム間で調整

をお願いします。難しい場合は本部まで申し出てください。 

大会進行 

• 悪天候などの事由で、大会スケジュールが変更になる場合がありますのでご了承下さい。その際は大会スタッフの指

示に従って下さい。 

• 落雷等の恐れがある場合は大会本部の判断により、試合・大会を一時または全てを中断する場合があります。また、

大会本部が試合続行不可能と判断した場合、残り時間に関わらずその時点での途中経過を勝敗として採用します。

尚、同点の場合は、抽選で決定します。 

• すべての参加者は、競技運営上のあらゆる規定、大会スタッフの指示に従い、「ＪＣカップ」を構成するあらゆる関係機

関及び関係者の名誉を傷つけるような行為はしないこと。主催者の判断により該当する参加者が所属するチームに

対して参加を禁止する場合もありますので、予めご了承下さい。 



  

安全対策規定 

【サッカー活動中の地震発生時の対応について】 

全てのサッカー関係者は、屋外での活動中（試合だけではなくトレーニングも含む）地震が発生した場合は速やかに活動を

中止し、危険性がなくなると判断されるまで安全な場所に避難するなど、選手の安全確保を最優先事項として常に留意する。 

※全てのサッカー関係者とは主として指導者、審判員、運営関係者などであり、選手、応援の保護者も含めて 広義に解釈す

るものである。 

≪ 地震発生前と発生時の対応 ≫ 

（１）避難場所の確認。  

（２）ゴールポストから離れて、その場にしゃがむ、その後コート中央に集まる。  

（３）大会本部の指示に従い行動する。  

 

【サッカー活動中の雨天（活動途中の降雨）の中止について】 

（１）豪雨、台風、雷雨については検討することにします。 

（２）放射線に関しては国、公的機関による活動中止の通達もしくは指導、発表があった場合、中止の決定をします。 

 

【サッカー活動中の熱中症の予防と対策について】 

（１）チーム指導者が、選手の朝の健康観察をしてください。 

顔色、普段の様子との違い、朝食の摂取の有無、睡眠時間など会話を通してご確認ください。 

熱中症で体調を崩した選手には、睡眠不足、朝食を食べてない選手が多くいました。  

（２）水分補給をこまめに十分に行ってください。 

「水を飲んでおきなさい」だけでは、飲んでいない選手がいます。「午前中に水筒が空になるくらい」や「５００ｍｌのペットボトルの

水を試合前と試合後に飲みなさい」などの具体的に指示をお願いします。選手が飲んでいる様子を目視する事が大事です。 

（３）たくさんの汗をかくことが予想されます。着替えは、必ず持参してください。 

（４）体調不良の選手を試合に出場させないでください。 

 

【事前説明会】 

（１）事前説明会を下記の通り開催しますので、チーム関係者の方が必ず１名以上の参加をお願いします。 

日時：２０１９年４月１４日（日） 

受付：１８：３０ 

開始：１９：００～２０：００予定 

場所：アスピア明石 生涯学習センター ８階 学習室８０３ 

持参物：筆記用具、申込書＆同意書 

（２）事前説明会内容は次の通りです 

・大会内容説明 

・対戦相手の決定（抽選会の実施）、審判の割り振り 

・選手宣誓チームの選出 

・大会ＰＲの依頼 

・障害者スポーツの体験会の参加依頼（アンプティサッカー、ブラインドサッカー） 

・質疑応答 



２０１９年３月吉日 

一般社団法人 明石サッカー協会 

関係者 様 

 

一般社団法人 明石青年会議所 

  理事長 柿野 真吾 

広報渉外委員会 委員長 酒井 洋佑 

 

「ＪＣカップＵ―１１明石少年少女サッカー大会」ご協力のお願い 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、本会議所は、創立以来「明るい豊かな社会」を目指し、地域に密着した種々の社会貢献運動を展

開してまいりました。本年度、一般社団法人明石青年会議所主催による「ＪＣカップＵ－１１明石少年少

女サッカー大会」を下記要領にて開催する運びとなりましたのでお知らせいたします。地域の責任ある

大人が協力し、次代を担う子供たちに、思いやりを育むきっかけを作ることで、次代の明石がより明るく

豊かになると信じ、標記の大会を、下記の通り開催いたします。 

 つきましては、本事業の目的と趣旨をご理解いただき、貴会のご協力を賜りたく、お願い申し上げま

す。 

謹白 

記 

開催日    ２０１９年５月５日（日） 

開催場所   明石公園 きしろスタジアム 

受付開始   ８時２０分 

開会式    ９時００分 

      試合形式   ８人制 

予選のリーグ戦は４リーグに分かれて、総当たり戦で行う。 

（予選は１５分エンド） 

決勝トーナメントは上位４チームにより行う。 

             （準決勝、３位決定戦は１０分ハーフ、インターバル５分） 

（決勝戦は１５分ハーフ、インターバル５分） 

      依頼事項   別紙のとおり 

      お問合せ   一般社団法人明石青年会議所 

電話番号   ０７８－９１８－１２５５（事務局） 

携帯番号   ０９０－５３６０－７６１９（担当：広報渉外員会委員長 酒井） 

以上 

 

 



 

別紙１ 

「ＪＣカップＵ―１１明石少年少女サッカー大会」協力依頼事項について 

 

表記大会について、貴会関係者の皆様に下記事項のご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

① 試合運営面での指導・サポートをお願いいたします。 

② 開会式に全チームご出席をお願いいたします。 

③ 当日の暑さ対策・健康対策については、各チームでご対応いただきますようお願いいたします。 

④ 参加される各チームの中から２名以上の審判員の派遣をお願いいたします。 

⑤ 参加チーム指導者・選手を対象に、アンケート用紙を配布いたします。回答にご協力をお願いいたし

ます。 

⑥ 選手はスポーツ傷害保険（スポーツ安全協会傷害保険等）に加入してください。（ケガをした場合の

最低限の応急処置は行いますが、治療行為は各チームでのご負担となります。） 

⑦ 成績優秀チームは、２０１９年６月１日（土）開催の兵庫予選大会に出場していただきますので、予

定の確保をお願いいたします。 

⑧ 開催場所は兵庫県立三木総合防災公園みきぼうパークの予定です。決定次第お知らせいたします。 

⑨ 昼食は各自でご準備をお願いいたします。 

以上 


	0505_jccup.pdf
	大会配布資料-2.pdf
	協力依頼(サッカー協会)-2.pdf

	MX-M316FP_20190420_225604.pdf



