第 11 回青森県フットサル選手権大会開催要項
１．大会名称 第 11 回青森県フットサル選手権大会
２．主

催 (一社)青森県サッカー協会

３．主

管 (一社)青森県サッカー協会フットサル委員会
青森市サッカー協会

４．協

賛 なし

５．期日及び会場
平成 30 年 2 月 25 日 （日）及び平成 30 年 3 月 18 日 (日) マエダアリーナ
６．表

彰

優勝、準優勝及び第３位チームには、トロフィー及び賞状を授与する。

７．参加資格
(1) フットサルチームの場合
① 公益財団法人日本サッカー協会（以下、「日本協会」とする。）に「フットサル１種」、
又は「フットサル２種」の種別で加盟登録した単独のチームであること。一つの加盟
登録チームから、複数のチームで参加できる。日本協会の承認を受けたクラブを構
成する加盟登録チームについては、同一クラブ内の他の加盟登録チームに所属す
る選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。
② 男女の性別は問わない。
③ 外国籍選手は 1 チームあたり 3 名までとする。
(2) サッカーチームの場合
① 日本協会に「１種」、「２種」の種別で加盟登録した単独のチームであること。一つの
加盟登録チームから、複数のチームで参加できる。日本協会の承認を受けたクラブ
を構成する加盟登録チームについては、同一クラブ内の他の加盟登録チームに所
属する選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。
② 男女の性別は問わない。
③ 外国籍選手は 1 チームあたり 3 名までとする。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、2017 年度市町村協会主催のサッカーリーグ参加チ-ム
及びこの大会のためにフットサルチームを結成したものの参加を認める。この場合、
2 種以上のカテゴリーで JFA フットサルエンジョイ登録(無料)を参加条件とする。
(登録サイトはこちら https://j-futsal.jfa.jp/)
(4) 引率者は当該チームを指導掌握し、責任を負うことのできる者であること。
(5) 帯同審判員(フットサル 4 級以上)を帯同することが望ましい。帯同審判員を準備でき
るチームは、大会登録票に氏名、登録番号を必ず記載すること。第 3 審判員あるいは
タイムキーパーの割当があります。帯同審判員を帯同できないチームは、記録、ボー
ルパーソン等の人員を増やしたかたちでの協力をお願いすることになりますのでご了
承ください。

８．参加申込
(1) 「大会登録票(参加申込書兼ねる)」に必要事項を記載し、下記宛てメールにて申し込
むこと。
また、参加が確定し次第、「プライバシーポリシー同意書」と「参加料振込用紙のコピ
ーを添付し、下記宛郵送すること。
(2) メール送信先
rocky11@nifty.com あて送信すること。）
(3) 書類郵送先
〒030-0822 青森市中央３－７－９
青森県サッカー協会 工藤多加志 宛て
携帯 090-2844-8125
(4) 申込締切日 平成 30 年 1 月 26 日(金)必着
(5) 参加申込書にエントリーし得る人員は、１チーム２４名（役員４名、選手２０名）を上限
とする。
(6) 参加料は１チーム 15,000 円とする。
参加料は、参加可能メールが送付された後、平成 30 年１月 31 日（水）までに下記の
口座に振込むこと。
(7) 参加料振込先 銀行口座 : 青森銀行 三沢支店 普通 １１７９７９５
名義 一般社団法人青森県サッカー協会フットサル委員会
委員長 工藤多加志
９．ユニフォーム
(1) 大会登録票に記載されたものを原則とし、参加申込書を受理した後の変更は認めな
い。背番号の変更も認めない。１番はゴールキーパーが付けること。この場合、当該ゴ
ールキーパーはフィールドプレーヤーとなることは出来ないものとする。
(2) ユニフォームへの広告表示については、公益財団法人日本サッカー協会「ユニフォ
ーム規定」に基づき承認された場合のみこれを認める。
(3) ユニフォーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)は、正のほかに副として正と異なる色の
ユニフォーム(シャツ・ショーツ・ストッキング)を大会登録票に記載し必ず携行すること。
(4) ビブスを携行すること。（ユニフォームと異色のものとすること。）
（５）アンダーシャツ、スパッツ等はそれぞれシャツ、ショーツと同色である場合に着用を可
とする。防寒用のタイツはいかなる色でも認めない。
（６）帯同審判は正規の服装で参加することとし、タイツ、ジャージの着用は認めない。た
だし、タイムキーパー、第 3 審判の場合は、正規の服装のうえに上着上下を着用するこ
とができるものとする
1０．競技規定
(1) 2017－2018 フットサル競技規則による。
(2) 本大会において退場を命ぜられた選手は、次の 1 試合に出場できず､それ以降の処
置については大会の規律・フェアプレー委員会で決定する。
(3) 本大会期間中に警告を 2 度受けたものは、次の 1 試合に出場できない。
(4) 競技時間は、リーグ戦方式をとる場合にあっては前後半 10 分（ハータイム 5 分）のプ
レイングタイムとし、トーナメント戦方式をとる場合にあっては前後半 15 分（ハータイム 5

分）のプレイングタイム(延長無し、ＰＫ)とすることを原則とするが、参加チーム数により
ランニングタイムにするなどの変更を行うことがある。
(5) ピッチサイズは、原則として 40m×20m とする。
(6) 使用球は日本協会公認球を主催者で準備する。
(7) シューズは、靴底の接地面が飴色もしくは白色のフットサル用シューズのみ使用可能
とする。（ノンマーキングでも靴底が着色されたものは使用できない。)
(8) すねあては必ず着用すること。
(9) 参加資格に違反し､また、大会運営上著しく不正・不都合な行為があった時には、その
チームの出場を停止する。参加料はいかなるケースにおいても返還しない。
(10) ベンチ入りの人数はスターティングメンバーを含め 18 名(役員 4 名、選手 14 名を上限
とする。)
1１．競技方法 (1) 予選ラウンド（リーグ）の後、決勝ラウンド（トーナメント）を実施し、優勝
以下第３位まで決定する。
(2) 予選リーグは､参加チームを４グループに分け、グループ内総当たり戦
を行い各グループ順位を決定し、全てのチームが決勝トーナメントへ進
出することとする。
(3) 予選リーグでは､延長戦を行わない。リーグの順位は､勝点､得失点差､
総得点、当該チーム同士の勝敗順で決定する。
(4) 予選リーグでの勝点は、勝ち３点、引き分け１点、負け０点とする。
(5) 本年度は、七戸会場が使えないため、津軽大会及び南部大会のカテゴ
リーは実施しません。予選ラウンド、決勝ラウンドによる県大会として実施
します。
※ 競技方法は、参加チーム数により変更になる可能性があります。
※ 参加チーム数が全体で１２チーム以下となった場合は、2 月 25 日(日)にマエダアリーナ
での１日のみ開催します。
1２．監督会議 平成 30 年 2 月 25 日(日)の９：００より大会本部において行う。
この際に、選手証、使用するユニフォーム（正副）を持参すること。
1３．開 始 式

行わない。

1４．そ の 他 怪我などの医療についての処置は各チームで対処すること。(チームの責任
において、スポーツ傷害保険加入)
※ 参加チームから 4 名ずつ出していただき、開催日それぞれにおいて(ｱﾘｰﾅ)8:00～9:30、
ことを予定します。

一般社団法人青森県サッカー協会

プライバシーポリシー同意書

一般社団法人青森県サッカー協会が開催する下記大会において、参加チームから提出され
る参加申込書に記載されている個人情報について、一般社団法人青森県サッカー協会は以下
の目的において使用いたします。
また、下記目的以外には使用しないことを徹底し、厳正なる管理のもとに保管いたしま
す。
・大会参加申込書で取得する個人情報
① チーム連絡担当者氏名・住所・電話
FAX・携帯・ｅ-mail アドレス

⑦選手氏名
⑧選手生年月日

②監督氏名

⑨選手身長・体重

③監督生年月日

⑩選手前所属チーム名

④監督携帯電話番号

⑪選手登録番号

⑤スタッフ氏名
⑥スタッフ携帯電話番号
・使用目的
・一般社団法人青森県サッカー協会が主催する大会・試合のプログラム・発行物への
掲載
・プログラム・発行物掲出のための印刷業者への提供
・公式記録データ内容確認のための業者提供
・報道関係への大会情報の提供
・ホームページへの写真掲載
・選手名板作成・事務連絡のための主管サッカー協会への提供

大会名

第 11 回青森県フットサル選手権大会

上記大会で、一般社団法人青森県サッカー協会が、上記目的に大会参加申込書の情報を使
用することについて、参加申込書に記載されているすべてのスタッフ・選手（未成年者の場
合は保護者のすべて）の意思を確認した上で、これらの上記目的で使用することに同意しま
す。
チーム名：
チーム代表者名：
※

（印）

提出締切を厳守し、大会参加申込書と共に提出するようお願いします。

