
 （一社）明石サッカー協会　第４種委員長
堂　本　昌　稔

１．主催   （一社）明石サッカー協会 第４種委員会

２．日時 　２０１９年１１月３０日（土）　　（集合：　8：30　チーム責任者1名）　開会式なし

３．場所 　大蔵海岸多目的広場（フットサルフィールド）
（試合はフットサルコート38×18m　3面/西・中・東で行います）

４．参加対象 ・明石地区内で活動しているチームのキッズ世代の選手の強化と
交流を兼ね、開催することに賛同されたＵ－８（２年生以下）で構成されたチーム。
・全員健康で、保護者の参加承諾を得た者。
・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。
・スポーツ傷害保険に加入している事。

５．参加費 1チーム　４，０００円

６．大会方式 ・予選リーグの後、決勝トーナメント方式とする。
・予選リーグは参加チーム数により、グループ数を決定。
・各リーグ1位チームが決勝トーナメントに出場する。

（参加チーム数により2位チーム(勝ち点上位)も決勝トーナメント出場の場合あり）
　　[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。勝ち点が同じ場合は、
　　　　　　　①得失点差②総得点③直接対決勝敗④抽選により順位を決める。
　　　②決勝トーナメントにおいて同点の場合は、PK戦（１人目からサドンデス）により勝敗を決める。

７．試合時間 ・予選リーグ、決勝トーナメント準決勝まで10分1本
・決勝、3位決定戦のみ6分－3分－6分

（参加チーム数により試合時間変更の場合あり）

８．表彰 ・１位、２位、３位にトロフィーと賞状、４位に賞状を授与する。

９．競技規定 ・日本サッカー協会競技規則に準ずる
・1チーム競技者6名（GK1名含む）。ベンチ入り・交代人数は制限なし。

（ただし、参加者には全員出場機会を必ず与えること）
・オフサイドはなし
・ゴールキックはペナルティエリアライン上から行う
・試合球は４号球を使用する。（各チーム１球持参：試合時選択）

１０．審判 ・自チーム試合後の次の試合の審判を北側ベンチチームが審判（1人審）
（対戦相手と相談の上、南側ベンチチームでも可）

・1試合目及び決勝トーナメントの審判は別途組合せ配信時にご連絡します。
・審判服の着用は必要ありません。
・試合時間の間隔が短いため準備の上、試合開始が遅れないようお願いします。

１１．申込受付 ・申込ご希望のチームは、チーム代表者とりまとめの上、１１月１０日(日)までに
及び組合せ 参加のチーム名、チーム数を二見北SC 藤原　までメールにてお送り下さい。

二見北SC　藤原　mail: bu-ma.tyn80@ab.auone-net.jp

・申込を受付後、抽選はキッズ部にて公正に行ない、組合せ表を配信いたします。

２０１９年度　「明石キッズ　Ｕ－８ミニサッカー大会」　大会要項



・各クラブ複数チーム申込できますが、申込チーム多数の場合、チーム数の
調整をお願いする場合があります。

１２．その他 ・8：30より打合わせ、準備を行います。クラブハウス前に集合下さい。
（チーム代表者1名参加お願いします）

・ユニホームの着用はなくても構いません。ユニホームチェックは行いません。
ユニホームがない場合、ビブスの着用をして下さい。

（試合前に識別が可能なように、対戦相手と調整してください）
・スパイクは基本禁止とします。（雨の場合、本部の指示で使用可能にします。）
・組合せ表の各ブロック左記載チームが北側ベンチ、右チームが南側ベンチとする。
・組合せ表の各ブロック左記載チーム（北側ベンチ）のキックオフで試合開始します。
・試合終了後のベンチあいさつはなしとします。
・試合開始５分前には試合ピッチ前で待機下さい。
・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下さい。
・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）
・フットサルフィールド外でボールの使用は禁止します。
・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下さい。
・テントの使用は指定された場所でのみ設置し、飛ばないようにして下さい。
・試合中、練習中を問わず、公園内、フィールド内において器物破損等が発生
した場合は当該チームにて弁償するものとします。
・フィールド内外での負傷事故発生の処置は当該チームが行い、主催者及び
協会は一切の責任は負いません。
・ごみは各チームで責任をもって持ち帰って下さい。



2019明石キッズ　U-8ミニサッカー大会　2019/11/30（土）

グループ組合せ 場所：大蔵海岸　フットサルコート 試合時間：6分-3分-6分

Ａブロック レッドスター 魚住 林 江井島 やまて　D 勝点 得点 失点 得失差 順位

1 レッドスター ☆ ① ⑥ ⑨ ③

2 魚住 ☆ ④ ⑦ ⑩

3 林 ☆ ② ⑧

4 江井島 ☆ ⑤

5 やまて　D ☆

Ｂブロック やまて　A 明石少年 谷八木　A 二見西 人丸 勝点 得点 失点 得失差 順位

1 やまて　A ☆ ① ⑥ ⑨ ③

2 明石少年 ☆ ④ ⑦ ⑩

3 谷八木　A ☆ ② ⑧

4 二見西 ☆ ⑤

5 人丸 ☆

Cブロック 明石FC 清水 藤江 西明石 やまて　C 勝点 得点 失点 得失差 順位

1 明石FC ☆ ① ⑥ ⑨ ③

2 清水 ☆ ④ ⑦ ⑩

3 藤江 ☆ ② ⑧

4 西明石 ☆ ⑤

5 やまて　C ☆

Ｄブロック 中崎 やまて　B 谷八木　B 二見北 勝点 得点 失点 得失差 順位

1 中崎 ☆ ①⑦ ③ ⑥

2 やまて　B ☆ ⑤ ④

3 谷八木　B ☆ ②⑧

4 二見北 ☆

5 ☆

※Dブロックについてはチーム数が少なく、各チーム4試合しますが、4試合目はフレンドリとし、試合結果に含みません。



2019明石キッズ　U-8ミニサッカー大会　2019/11/30（土） 試合時間：6分-3分-6分　　決勝・3決のみ7-3-7分

組合せ・タイムテーブル

No. Kickoff 時間(分)

1 9：30 20 A① レッドスター 魚住 明石少年 人丸 B① やまて　A 明石少年 清水 やまて　C C① 明石FC 清水 魚住 やまて　D

2 9：50 20 D① 中崎 やまて　B レッドスター 魚住 A② 林 江井島 やまて　A 明石少年 B② 谷八木　A 二見西 明石FC 清水

3 10：10 20 C② 藤江 西明石 中崎 やまて　B D② 谷八木　B 二見北 林 江井島 A③ レッドスター やまて　D 谷八木　A 二見西

4 10：30 20 B③ やまて　A 人丸 藤江 西明石 C③ 明石FC やまて　C 谷八木　B 二見北 A④ 魚住 林 レッドスター やまて　D

5 10：50 20 B④ 明石少年 谷八木　A やまて　A 人丸 C④ 清水 藤江 明石FC やまて　C D③ 中崎 谷八木　B 魚住 林

6 11：10 20 A⑤ 江井島 やまて　D 明石少年 谷八木　A B⑤ 二見西 人丸 清水 藤江 C⑤ 西明石 やまて　C 中崎 谷八木　B

7 11：30 20 D④ やまて　B 二見北 江井島 やまて　D A⑥ レッドスター 林 二見西 人丸 B⑥ やまて　A 谷八木　A 西明石 やまて　C

8 11：50 20 C⑥ 明石FC 藤江 やまて　B 二見北 A⑦ 魚住 江井島 レッドスター 林 B⑦ 明石少年 二見西 やまて　A 谷八木　A

9 12：10 20 C⑦ 清水 西明石 明石FC 藤江 D⑤ やまて　B 谷八木　B 魚住 江井島 D⑥ 中崎 二見北 明石少年 二見西

10 12：30 20 A⑧ 林 やまて　D 清水 西明石 B⑧ 谷八木　A 人丸 やまて　B 谷八木　B C⑧ 藤江 やまて　C 中崎 二見北

11 12：50 20 D⑦ 中崎 やまて　B 林 やまて　D A⑨ レッドスター 江井島 谷八木　A 人丸 B⑨ やまて　A 二見西 藤江 やまて　C

12 13：10 20 C⑨ 明石FC 西明石 中崎 やまて　B D⑧ 谷八木　B 二見北 レッドスター 江井島 A⑩ 魚住 やまて　D やまて　A 二見西

13 13：30 20 B⑩ 明石少年 人丸 明石FC 西明石 C⑩ 清水 やまて　C 谷八木　B 二見北

15 30 集計・休憩 集計・休憩 集計・休憩

16 14：20 20 準決 Ａ－１位 Ｂ－１位 本部 本部 Ｃ－１位 Ｄ－１位 本部 本部

15 30 休憩 休憩 休憩

17 15：10 20 決勝 本部 本部 3決 本部 本部

【注意事項】 ・テント設置はフットサルコート西側の広場で指定の場所にして下さい。路上での乗り降り、荷物の積み下ろしはしないで下さい。

・上記組合せ表の左側チームが北側ベンチ、右側チームが南側ベンチ。左側チーム（北側ベンチ）のキックオフとします。

・リーグ戦の審判は試合後、同じピッチの次の試合の審判を北側ベンチチームが前半、南側ベンチチームが後半で審判（1人審）することとします。

　　（両チーム相談の上、いずれか一人でも構いません）

・1試合目の審判はリーグ戦の最後の試合の審判がすることとします。

・決勝トーナメントの審判は本部で行います。

・その他、要項の注意事項をお守り下さい。

審判

場所：大蔵海岸フットサルコート

　　　　　か　た　づ　け

　　　　　表　　彰　　式

北側　　　　　西コート　　　　　南側 北側　　　　　中コート　　　　　南側 北側　　　　　東コート　　　　　南側審判 審判



2019明石キッズ　U-8ミニサッカー大会　2019/11/30（土）
大蔵海岸フットサルコート

決勝 決勝・3決は7-3-7分
(西)15：10

3決
(東)15：10

準決勝 準決勝 準決勝は6-3-6分
(西)14：20 (東)14：20

A1位 B1位 C1位 D1位



       2019/11/ 30 (土) 印 ＝ 簡易テント設置(許可)場所

※　公園管理事務所前の枠部分は緊急車両の進入口になりますので、避けてください。

多 目 的 広 場 位 置 図

多目的グラウンド

緊急車両出入り口



   ※○１より順に、詰めて設置する！

〇17 ○８

〇18 ○９ ○１

〇19 ○10 樹木

〇20 ○11 ○２

○12 ○３

○13 ○４

○14 ○５

○15 ○６

○16 ○７

大蔵海岸公園 簡易テント設置許可場所
（2019/11/30）

第４種委員長　堂本 昌稔　　　

※○印の芝生内に設置すること！

大蔵海岸多目的広場
（フットサルコート）

ＤＥＰＯ
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