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第１０回九州大学フットサル大会 実施要項
１． 名称
第１０回九州大学フットサル大会
２． 主催
一般社団法人九州サッカー協会
３． 主管
一般社団法人鹿児島県サッカー協会、鹿児島県フットサル連盟
４．

後援
未定

５．

協力
株式会社モルテン

６．

期日
２０１６年７月２３日（土）、７月２４日（日）

７．

会場
牧園アリーナ
〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田 2992

８．

TEL0995-76-2500

参加資格
（１） 公益財団法人日本サッカー協会（以下、「JFA」という。）「フットサル 1 種」、または「サッカ
ー１種」の種別で加盟登録したチーム（準加盟チームも含む。）に所属している選手により、
本大会のために構成されたチームであること。
（２） 前項のチームに所属する単一の大学（大学院生を含む）・短大に在学している選手であ
ること。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。
（４） 都道府県大会、地域大会を通して、選手は他のチームで参加していないこと。
（５） 第１項のチームには大学名が入っていること。
（６） 選手及び役員は、本九州大会及び県大会をとおして複数のチームで参加できない。
（７） 引率者は当該チームを指導掌握し、責任を負うことができる者であること。

９．

参加チーム
九州各県代表１チームの計８チームとする。ただし、各県代表に欠員が生じた場合には審
議する。

１０． 競技形式
（１） １次ラウンド：８チームを４チームずつ２グループに分けて変則リーグ戦を行い、各グル
ープ上位２チームが決勝ラウンドへ進出する。変則リーグ初戦で同点の場合は、次回の対
戦を決定するためにはＰＫ方式を行う。
１次ラウンドにおける順位決定方法は、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定す
る。勝点は、勝ち「３」、引き分け「１」、負け「０」とする。ただし、勝点合計が同じ場合は、以
下の順位に より決定する。
① 当該チーム内の対戦成績
② 当該チーム内の得失点差
③ 当該チーム内の総得点数
④ グループ内での総得失点差
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⑤ グループ内での総得点数
⑥ 下記に基づく警告、退場のポイントがより少ないチーム
i)警告 1 枚

1 ポイント

ii)警告 2 枚によるレッドカード 1 枚

3 ポイント

iii)退場 1 枚

3 ポイント

iv)警告 1 枚に続く退場 1 枚

4 ポイント

⑦ 抽選
（２） 決勝ラウンド：１次ラウンド各グループ１位、２位の４チームによるトーナメント戦を行う。
（３位決定戦は行わない。）
１１． 競技会規定
大会実施年度の JFA「フットサル競技規則による。ただし、以下の項目については、本大会
の規定を定める。
① ピッチサイズ：原則として４０ｍ×２０ｍ
② 使用球：フットサル用ボール（モルテン製４号球ボール）
③ 競技者の数：５名
④ 交代要員の数：９名以内
⑤ ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：２名
⑥ チーム役員の数：３名以内
１２． 競技者の用具
（１） ユニフォーム
① 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色彩が異な
り、判別しやすいユニフォームを参加申込書に記載し、各試合に必ず携行すること。
② フィールド競技者がゴールキーパーと入れ替わる場合、その試合でゴールキーパー
が着用するシャツと同様の色彩、デザインで、かつその競技者自身の固有の番号を付
したシャツを着用すること。
③ チームのユニフォームのうち、シャツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に
判別しうるものでなければならない。
④ シャツの前面、背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。ショーツにも選
手番号を付けることが望ましい。
④

選手番号については１から９９までの整数とし、０は認めない。なお、1番はゴールキ
ーパーが付けるものとする。必ず本大会参加申込書に記載された選手固有の番号を付
けること。

⑥ ユニフォームの色、選手番号の参加申込締切日以降の変更は認めない。
⑦ ユニフォームの広告表示については、JFA「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。ただし、ユニフォーム広告により生じる会場等への広告掲出料
等の経費は当該チームにて負担することとする。
⑦

その他の事項については JFA「ユニフォーム規程」による。

⑨その他、ユニフォームに関する事項については、本協会のユニフォーム規程（2016 年 4
月 1 日施行）に則る。ただし、今回の規程で追加・変更となった内容のうち、以下は 2019 年
3 月 31 日まで旧規程による運用を許容する。
第 5 条〔ユニフォームへの表示〕※該当のみ抜粋
・GK グローブ・キャップへのチーム識別標章・選手番号・選手名の表示
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・両肩・両脇・両袖口・両腰脇・両裾に表示できる製造メーカーロゴマークの幅
（10cm から 8cm に変更）
・同一の製造メーカーロゴを帯状に配置する場合のロゴマーク間の距離
（２） シューズ
靴底は接地面が飴色、白色もしくは無色透明のフットサル用シューズのみ使用可能とす
る。スパイクシューズ及び靴底が着色されたものは使用できない。
（３） すね当て
着用すること。
（４） ビブス
交代要員は、競技者と異なる色のビブスを着用すること。
１３． 試合時間
（１） １次ラウンド ：３０分間 （前後半１５分）プレーイグタイム
決勝ラウンド：４０分間 （前後半２０分）プレーイングタイム
（２） ハーフタイムのインターバル：１次ラウンド８分間、決勝ラウンド１０分間
（前半終了から後半開始まで）
１４． 試合の勝者を決定する方法（競技時間内で勝敗が決しない場合）
（１） １次ラウンド：引き分け
(２)

決勝ラウンド：１０分間（前後半各５分間、プレーイングタイム）の延長戦を行い、決しな
い場合はＰＫ方式により勝敗を決定する。
（延長戦に入る前のインターバル：5 分、ＰＫ戦に入る前のインターバル：1 分）

（３） 本大会期間中に警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（４） 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場することができず、それ以
降の処置については本大会の規律・フェアプレー委員会で決定する。
１５． 参加申込
(１) 参加申込書に記載しうる人員は、１チームあたり２４名（大会役員４名、選手２０名）を上限
とする。
（２） 前項の選手は、各県大会に登録した者とする。ただし３名を上限に選手変更（追加）して、
申し込みをすることができる。その場合、第８条に定める参加資格を満たし、かつ本大会の
他県大会において他のチームで出場していないことを条件とする。
（３） 申込み締切日
原紙郵送 ： ２０１６年７月１０日（日）２１：００必着
データ送信： ２０１６年７月１０日（日）２１：００必着
（４） 提出物及び提出要領
【原紙郵送】
ⅰ）予選報告書（県協会印押印のこと）※様式任意
ⅱ）参加申込書（県協会印押印のこと）
ⅲ）メンバー提出用紙
ⅳ）プライバシーポリシー同意書
（郵送先）
〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎１－８－１０サンロイヤルホテル4F
（一社）鹿児島県サッカー協会 フットサル委員長 太原裕美 宛
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【データ送信】
ⅰ）参加申込書データ
ⅱ）メンバー提出用紙データ
（送信先）
E-mail アドレス： morifc@ninus.ocn.ne.jp
九州サッカー協会フットサル委員長 森岡

勉宛

E-mail アドレス： kagoshimaff@gmail.com
鹿児島県フットサル委員長 太原裕美 宛
① 参加申込手続きについては、必ず各県フットサル委員長が県代表チームと連絡を
取り、関係書類の郵送・・データ送信を行うこと。
② 申込締め切り以降の内容変更は認められない。
１６． 参加料
３０，０００円を代表者会議にて徴収する。
１７． 表彰
優勝、準優勝に賞状及び盾を授与する。
１８． 経費
チーム負担とする。
１９． 組合せ
九州サッカー協会において抽選を行い、決定し、申し込み締め切り後発表する。
２０． 代表者会議
２０１６年７月２２日（金）１９：００より、
「サンエールかごしま 4F 中研修室3」（鹿児島市荒田1-4-1 TEL：099-813-0851）にて
実施する。※駐車場３時間まで無料
２１． 傷害補償
チームの責任において傷害保険に加入すること。
２２． 電子選手証・大学学生証
各チームの選手は、本協会発行の電子登録証の写し、（写真が登録されているもの）を、代
表者会議会場および試合会場に持参すること。また、選手が在籍している大学、短大の学生証
も同じく持参していること。電子登録証、大学学生証が確認できない場合は、試合に出場できな
い。
２３． その他
① 各試合の６０分前に当該試合の競技インスペクター、両チームの代表者、審判員と
のマッチコーディネーションミーティングを行う。
② 大会に参加する選手は、必ず保険証または保険証のコピーを持参すること。
③

試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止になった場
合には、その帰責事由のあるチームは０対３またはその時点のスコアがそれ以上
であればそのスコアで敗戦したものとみなす。

④ 大会期間中の事故等について、主催者、主管団体等は一切の責任を負わない。
⑤ 本大会の優勝・準優勝チームは、8月26日から８月28日、大阪府にて開催される第１
２回全日本大学フットサル大会への出場の義務を負う。

