第 40 回記念 新春フットサル大会 大会要項
1. 目的 八王子の新春フットサル大会は、市民に手軽に親しまれ、誰でも参加・観戦できるスポーツの「普及を目標」と
して開催する。当然、競技スポーツであることから勝負はつきまとうが、ルールや規定を守った上で、先ずは「楽
しむ心」をベースに勝った負けたで一喜一憂し、仲間の絆をさらに高め、選手はもちろん携わる全ての人たちを
大切に思う気持ち「リスペクト」と「フェアープレー」に徹し、多くの仲間を育成することを目的とする。
2. 主催 一般社団法人八王子サッカー協会
3. 後援 八王子市教育委員会、NPO 法人八王子市体育協会、株式会社読売新聞社八王子支局
公益財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団、NPO 法人東京スポーツビジョン 21
4. 協賛 八王子市内各社、各クラブ等
5. 期間 平成 26 年 1 月 4 日(土) 〜2 月 11 日(火祝)
期間内の土日祝日に開催する。
6. 会場 八王子市民体育館本館、同分館、甲の原体育館、市民センター体育室、市内大学体育館、他を予定
7. 出場資格
次の①または②のどちらかに該当するチームで、1 月 4 日に行われる開会式に 1 チーム 3 名以上
参加できるチーム
①一般社団法人八王子サッカー協会に団体加盟するクラブに所属するチーム。
（フットサル、サッカーどちらかの加盟でも可）
②未加盟チームの場合、当日の登録選手の半数以上が一般社団法人八王子サッカー協会に個人登録して
いる選手か、八王子市内在住・在勤・在学のいずれかの選手により構成するチーム。
8. クラス・競技時間・審判・参加費（未加盟クラブに所属するチームの参加費）
・スポーツ活動支援金
クラス（年齢制限）
競技時間
審 判
参加費
スポーツ活動支援金
一般 A（無制限）
¥10,000
競技委員が行う
（¥12,000）
一般 B（30 才以上）
被災地のフットサル
壮年 A（35 才以上）
チームを八王子市に
※41 回大会から廃止
30 分
招待し交流をはかる
壮年 B（40 才以上）
競技委員が行う
為のスポーツ活動支
壮年 C（50 才以上）
チーム数に応じた競技委員と記録員
¥8,000
(15-5-15)
を各クラブから選出する。
（少年少女 （¥12,000） 援金（詳しくは別紙を
壮年 D（60 才以上）
参照）
クラスとは選出数が異なる）
女子 A（中学生以上）
女子 B（30 才以上）
女子 C（40 才以上）
高校（高校 3 年以下）
中学 A（中学 3 年以下）
中学 B（中学 1 年以下）
小学 6 年（小学 6 年以下）
小学 5 年（小学 5 年以下）
小学 4 年（小学 4 年以下）
小学 3 年（小学 3 年以下）
24 分
小学 2 年（小学 2 年以下）
小学 1 年（小学 1 年以下）
(12-5-12)
少女 A（小学 6 年以下）

1 チーム ¥1,000
（大会に参加する全
チームが対象）

競技委員が行う
主審は競技委員が行うが、第 2 審判
と得点係は後試合の両チームが行
う。またチーム数に応じた競技委員
と記録員を各クラブから選出する
（壮年女子クラスとは選出数が異な
る）
第 1 試合の両チームは会場準備、最
終試合の両チームは片付けのご協力
をお願いします。

¥5,000
ご協力をお願い致し
ます。

少女 B（小学 3 年以下）
少女 C（小学 1 年以下）
幼児 （未就学児）
競技委員が行う
＊年齢・学年は、平成 26 年 1 月 1 日現在とする。＊試合時間は｢ランニングタイム｣で実施する。
＊参加費とスポーツ活動支援金は参加を取消した場合、又は出場資格を喪失したなどいかなる場合でも返却しない。
＊使用球は公認球としチーム持ちよりとする。
（小学生以下と壮年Ｄは公認軽量球とし両チームとも必ず準備する）
＊一般及び壮年女子の未加盟クラブに所属するチームの参加費は、カッコ内の金額とする。
9. 申し込み

一般社団法人八王子サッカー協会の HP（http://www.h-fa.com/）より申込用紙をダウンロード、
必要事項を記入し A4 用紙に印刷、2 枚１組として参加費とスポーツ活動支援金を添えて下記日時・場所
へ持参の事。

平成 25 年 11 月 16 日（土）18：30〜20：00 ｸﾘｴｲﾄﾎｰﾙ第 7 学習室
同上
17 日（日）16：00〜18：00 八王子市民体育館会議室

10. 競技方法

最新の日本サッカー協会フットサル競技規則に準じ、3、4 又は 5 チームによる 一次リーグ後トー
ナメント方式とする。

11. 大会規程
① 大会への登録選手及び試合当日の選手登録は 14 名を上限とする。また、一般社団法人八王子サッカー協会に未加
盟クラブに所属するチームに限り、当日の選手登録のうち半数以上は、一般社団法人八王子サッカー協会に個人登
録している選手か、八王子市内在住・在勤・在学のいずれかの選手でなければならない。
② ベンチに入れるのは試合当日の登録選手（14 名まで）と監督（1 名）コーチ（2 名まで）とする。
③ 試合開始時に会場に居ない選手は、申込用紙に参加選手として登録されていて、後半開始までに到着した場合、後
半のみ出場できる。後半開始以降に到着しても試合には出場できない。
④ 当該試合の前試合のハーフタイムに両チームと審判によるミーティングを行う。その際、ユニフォームのカラーを
決定し、申込用紙を提出する。第 1 試合のミーティングは 15 分前に行う。
⑤ 監督者はチームの責任者で試合に必ず同伴できる 20 才以上の者とし、不在の場合は失格とする。
（20 才以上の責
任を負える者が同伴できていれば、監督を代行できる事とする）
⑥ スライディングタックルは禁止する。（一般 A、一般 B、高校、中学 A のクラスは適用しない）
⑦ 同点の場合
イ) 全クラスとも PK 方式による。
（3 人実施。以降サドンデスとする）一次リーグ戦時にも行う。
ロ) 但し、各クラス決勝戦は、10 分（5 分ハーフ）の延長戦を行う。
（本戦後半の累積は延長戦に持ち越す）
なお決定しない場合は前項による。
⑧ リーグ戦順位決定方法
イ) 勝点（勝ち･･･3 点、PK 勝ち･･･2 点、PK 負け･･･1 点、負け･･･0 点、不戦負けと不成立･･･ﾏｲﾅｽ 3 点）
ロ) 得失点差 ハ) 得点の多いチーム ニ) 当該チームの対戦における勝敗 ホ) 抽選
⑨ リーグ戦で不戦試合の時、不戦勝は 5−0 とする。
⑩ 大会参加資格の喪失と試合出場資格の喪失
（内容によっては一般社団法人八王子サッカー協会規律委員会による追加処分がある）
イ) 1 月 4 日に行われる開会式に参加しなかったチーム
ロ) 前試合のハーフタイムに行うミーティングに参加できなかった場合、且つ申込用紙を提出できない場合
ハ) 二重登録・未登録者が出場した場合、又は申込書に虚偽の氏名や年齢を記入したり、申込み後に加筆した場合。
（主催者が本人確認のため免許証などの提示を求める場合がある）
ニ) 今大会中、退場処分を受けた競技者は、次の一試合に出場できない。今大会中、二度警告を受けた競技者も同
様とする。
ホ) 今大会中、度重なる棄権その他の反スポーツ的行為を行ったチームまたは所属クラブは主催者の判断により失
格とし、次回大会への参加を認めない場合もある。
ヘ) 刺青またはファッションタトゥーが見える場合は試合に参加できない。また更衣室以外での脱衣を禁止する。
⑪ ユニフォーム等
イ) ゴールキーパー以外の選手は、シャツ・パンツ・ストッキングをチーム内でそれぞれ同色に統一しなければ
ならない。セカンドの上衣も準備する事（セカンドに限りビブスでも可）
。長袖アンダーシャツを着用する場
合はシャツの袖の主たる色と同色にする。またスパッツ・アンダータイツを着用する場合はパンツと同色と
する。（小学、少女以外のクラスはスパッツ・アンダータイツに限り、チーム内で統一色であれば可とする）
ロ) シャツ及びゴールキーパーのシャツは審判と明確に区別するため、黒は認めない。
ハ) 靴底は白、あめ色又はノンマーキングソールとする。脛当ては必ず着用する。
ニ) メガネの使用は認めない。ただし競技用スポーツメガネで、競技者を傷つけないものであれば認められる。
12. 審判
各クラブから推薦された競技委員が行う。ただし、小学生のクラスは後試合の両チームが第 2 審判と得点係
を行う。最終試合は競技委員が行う。小学少女・壮年・女子クラスで協会に団体加盟するクラブに所属する
チームは、指定人数の競技委員を選出すること。
13. 表彰
各クラス優勝・準優勝に表彰を行う。優勝・準優勝チームより各 1 名優秀選手を表彰する。なお、三位決定戦
は実施しない。
14. その他
① 追加登録・変更は認めない。
② 監督者会議は行わない。組合わせ抽選会は公開で主催者が行う。＜11/17 日 18:00〜市民体育館会議室＞
③ 競技中の事故等については当該チーム責任者に一任する。
④ 組合せは一般社団法人八王子サッカー協会のホームページ（http://www.h-fa.com/）に 12 月 20 日頃掲載する。
（先
行公開は行わない）また大会プログラムは開会式参加者に配布し郵送は行わない。
⑤ 各チームとも試合に臨む前に十分な準備運動を工夫して行い、事故防止に努めること。
⑥ 大会参加者はスポーツ障害保険加入している事が望ましい。
15. 運営側での忘れ物の管理及び保管は行わない。
16. 問い合わせ先
新春フットサル実行委員会 実行委員長 堀江健二 NewYear-futsal@h-fa.com

第 40 回記念 新春フットサル大会
エンジョイミックスクラス クラス要項
1. 目的 八王子の新春フットサル大会ミックスクラスは、手軽に親しまれ、誰でも参加できるスポーツの「普及を目標」
として開催する。
「楽しむ心」をベースに仲間の絆をさらに高め、選手はもちろん携わる全ての人たちを大切に
思う気持ち「リスペクト」と「フェアープレー」に徹し、多くの仲間を育成することを目的とする。
2. 開催日 平成 26 年 1 月 18 日(土)
3. 会場
八王子市民体育館本館、同分館を予定
4. 出場資格
フットサルをエンジョイする男女混合チーム
5. クラス・募集チーム数・競技時間・使用球・参加費・スポーツ活動支援金
クラス（年齢制限）

募集チーム数

競技時間

使用球

参加費

スポーツ
活動支援金
（詳しくは別紙）

フットサル公認球
ﾐｯｸｽ Free（年齢制限なし）
¥1,000
先着計 20 チーム
未定
¥5,000
（全チーム）
（チーム持ちより）
ﾐｯｸｽ Over40（男性は 40 歳以上）
＊年齢は、平成 26 年 1 月 1 日現在とする。＊試合時間は｢ランニングタイム｣で実施する。
＊参加費とスポーツ活動支援金は参加を取消した場合、又は出場資格を喪失したなどいかなる場合でも返却しない。
6. 申し込み
主大会と同様
7. 競技方法
最新の日本サッカー協会フットサル競技規則に準じ、1 チーム 2 試合のみで順位はつけない。
8. 大会規程
① 男女混合チームでチーム内のすべての男性の年齢が、40 歳以上は「ミックス Over 40」、年齢制限なしのクラス
を「ミックス Free」とし、両クラスとも女性の年齢は問わない。尚、主大会への重複登録を認める。
② 登録上の男女の比率は問わないが、ピッチ上に 1 名以上の女性が常にプレーしなければならず、女性の得点のみ
が加点され、男性は得点できない。
③ 選手登録は前試合のハーフタイムに行うミーティングで行い、申込み時に選手登録の必要はない。
④ ベンチに入れるのは試合当日の登録選手（14 名まで）とその仲間。
⑤ 試合当日は当該試合の前試合のハーフタイムにミーティングを行い、その際、出場選手を記載した申込用紙を本
部に提出する。第 1 試合は試合開始 15 分前までに行う。
⑥ スライディングタックルは禁止する。
⑦ 同点の場合は引き分けとする
⑧ 男性による女性へのファウルは全て PK とし、PK は女性が行う。
⑨ 攻撃側の男性が蹴ったことによるオウンゴールは得点にならない。
⑩ 不戦試合の時、不戦勝は 5−0 とする。
⑪ 大会参加資格の喪失と試合出場資格の喪失
（主大会と連動しない。但し内容によっては一般社団法人八王子サッカー協会規律委員会による追加処分がある）
イ) 前試合のハーフタイムに行うミーティングに参加できなかった場合、且つ申込用紙を提出できない場合。
ロ) 他のミックスクラスチームへの二重出場・未登録者が出場した場合、又は申込書に虚偽の記入をしたり、申
込み後に加筆した場合。
ハ) 1 試合目で退場処分を受けた競技者は、2 試合目に出場できない。二度警告を受けた競技者も同様。
ニ) 今大会中、度重なる棄権その他の反スポーツ的行為を行ったチームは主催者の判断により失格とし、次回大
会への参加を認めない場合もある。
ホ) 刺青またはファッションタトゥーが見える場合は試合に参加できない。また更衣室以外での脱衣を禁止する。
⑩ ユニフォーム等
イ) 主催者が準備したビブスを着用するが、ユニフォームの準備を推奨する。
ロ) 靴底は白、あめ色又はノンマーキングソールとする。脛当ては必ず着用する。
ハ) メガネの使用は認めない。ただし競技用スポーツメガネで、競技者を傷つけないものであれば認められる。
9. 審判
競技委員が行う。
10. 表彰
行わない。
11. その他
① 監督者会議も行わない。組み合わせは主催者が決め、抽選会は行わない。
② 競技中の事故等については当該チーム責任者に一任する。
③ 組合せは一般社団法人八王子サッカー協会のホームページ（http://www.h-fa.com/）に 12 月 20 日頃掲載する。
（先行公開は行わない）また大会プログラムは開会式参加者に配布し郵送は行わない。
④ 各チームとも試合に臨む前に十分な準備運動を工夫して行い、事故防止に努めること。
⑤ 大会参加者はスポーツ障害保険加入している事が望ましい。
⑥ 運営側での忘れ物の管理及び保管は行わない。
12. 問い合わせ先
新春フットサル実行委員会 実行委員長 堀江健二 NewYear-futsal@h-fa.com

スポーツ活動支援金のお願い
〜被災地サッカー仲間との交流〜

一般社団法人八王子サッカー協会は活動の一つとして交流事業を推進することを目標にしていま
す。内容は既存の各地域との交流事業に加え、①サッカーの奥深さを知るための国際交流②元気
をめざして東北大震災で被災された地域との交流を促進することとしています。
①ついては一昨年 9 月のオーバー60 に続き、昨年 10 月にサッカー女子チームが八王子の姉妹都市
である韓国始興市へ遠征を実施しアジアとの交流を深め、今後についても各年代層が積極的に海
外に出ていきグローバルな国際経験を積むことが期待されます。
一方、②については街頭での募金活動(一昨年３月)による義援金を始め、サッカーを通じて少し
でも心の癒しに寄与してくれることを期待しつつ、石巻市少年チームとの交流を深めてきました。
しかし、被災地が復興し普通の生活に戻るまでにはまだまだ長い時間が掛かると考えられます。
そこで、我々八王子のサッカー仲間が出来ることとしては、被災地へ行って行動するよりサッカ
ー(フットサル)を通じて八王子に呼び込み、顔の見える形での交流・支援を継続することが大切
であり、且つリスペクト(思いやり)を実践することが一つの支援の方策であると考えました。
具体的には、八王子のほとんどのサッカー仲間が集結する「第４０回記念新春フットサル大会」
において、被災地のフットサルチームを招請し、できる限りのホスピタリティをもって参加チー
ム全員で迎え、交流を通じて楽しみ、喜んで、さらに元気になってもらえればと考えています。
皆様方にとっては、それぞれの立場で既に支援を行っていることと思いますが、
「第４０回記念新
春フットサル大会」に参加する一員として是非「スポーツ活動支援金」の主旨をとらまえ、招請
経費の一部負担のご協力をお願いする次第であります。
なお、実行委員会のボランティアメンバーも運営費等を削減しつつ支援金に協力していきます。
少し我慢して、少し支援して、末永く東北のサッカー仲間の心の復興を支援しましょう！
八王子のサッカー仲間のリスペクトを全員で示そうではありませんか！新しい交流が始まるかも
知れません！

●震災地域スポーツ活動支援金
●招請予定チーム

１０００円/チーム

宮城県石巻市フットサルチーム

一般社団法人八王子サッカー協会
第４０回記念新春フットサル大会実行委員会

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）
＜第40回記念新春フットサル大会＞
１．一般社団法人八王子サッカー協会は個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守します。
２．第40回記念新春フットサル大会にあたり、参加各チームから以下の個人情報を収集します。
大会申込用紙 チームの代表者の氏名・住所・電話番号・携帯電話番号、Eメールアドレス、ならびに参加選手
の氏名・住所（勤務先または通学先住所）・年齢（または学年）を記入していただきます。
３．収集した個人情報は、以下の目的のみに使用いたします。
①大会参加選手の身分確認用
②不測の事故が発生した際の連絡用
③一般社団法人八王子サッカー協会の広報活動
４．収集した個人情報は法律に基づき開示しなければならない場合を除き、本人の承諾なしに第三者に提供しません。
５.収集した個人情報は、適切な方法で管理します。
2013年10月
一般社団法人八王子サッカー協会

第40回記念 新春フットサル大会 参加チーム応援企画
エコフットサルパーク

新春フットサル大会に参加申込頂いたチームの練習場所として、
エコフットサルパーク八王子の特典利用ができます。

練習コート 特典料金
・ 幼児〜高校生チーム
・ それ以外のチーム

期間

１時間 2,000 円
1 時間 4,000 円

2013 年 11 月 16 日〜2014 年 2 月 11 日

申込・利用方法
①
②
エコ・フットサル・パーク 八王子
〒192-0917 東京都八王子市西片倉 3-21
TEL:042-636-4595/FAX:042-637-1969
E-mail: ecofutsalparkhachioji@gmail.com

電話にて予約（参加クラス、チーム名、希望日時）
当日、参加申込用紙を持参し、利用料金を支払い

申込条件ほか
・ 第 40 回記念新春フットサル大会参加チーム
・ 期間中、全 3 回まで利用可能
・ 1 日最長 3 時間まで利用可能
詳しくはエコフットサルパーク八王子に直接お尋ねください。

