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第 19 回九州ユース(U-15)フットサル大会要項
１．名称
第 19 回九州ユース(U-15)フットサル大会
２．主催
九州サッカー協会
３．主管
九州フットサル連盟、
（一社）宮崎県サッカー協会、宮崎県フットサル連盟
４．協力
株式会社モルテン
５．期日
2013 年 10 月 19 日（土）～10 月 20 日（日）
６．会場
宮崎県 小林市市民体育館
〒886－0004 宮崎県小林市細野 38-1
７．参加資格
①2013 年度公益財団法人日本サッカー協会のフットサル個人登録及びフットサル大会登録を
行った 15 歳未満(ただし、中学校在学中の選手にはこの年齢制限を適用しない。)の選手に
より構成されたチームであること。
②第 1 項のチームに登録された選手であること。
③第 1 項に定めるチームには、1 チームあたり 4 名までの外国籍選手の登録を認める。ただし、
当該外国籍選手は、IFTC(国際フットサル移籍証明書)により移籍が完了し、出入国管理及び
難民認定法に定める在留資格を取得しているものとする。なお、外国籍選手はピッチ上に
2 名を超えて同時にプレーをすることはできない。
④女子の登録を認める。
⑤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。
８．参加チーム
九州各県代表１チームの計8 チームとする。
但し、
各県代表に欠員が生じた場合には審議する。
９．競技形式
①予選ラウンド：8 チームを 4 チームずつ 2 グループに分けて変則トーナメント戦を行い、各
グループ上位 2 チームが決勝ラウンドへ進出する。変則トーナメントで同点の場合、次回の
対戦を決定するためにはＰＫ方式を行う。
決勝ラウンド：上位 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。
）
②１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)当該チーム間の対戦成績
(2)当該チーム間の得失点差
(3)当該チーム間の総得点数
(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)

イエローカード 1 枚

1 ポイント

ii) イエローカード 2 枚によるレッドカード 1 枚

3 ポイント

iii) レッドカード 1 枚

3 ポイント

iv) イエローカード 1 枚に続くレッドカード 1 枚

4 ポイント

(7)抽選
10．競技会規定
大会実施年度の（公財）日本サッカー協会制定の「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：40ｍ×20ｍ
②使用球：フットサル用ボール
③競技者の数
(1) 交代要員の数：９名以内
(2) ベンチに入ることのできる人数：１２名以内（役員３名以内、選手９名以内）
④競技者の用具
（1）シューズ：靴底は接地面が飴色もしくは白色、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。
）
（2）すね当て：着用のこと
⑤試合時間
(1) 予選ラウンド 20 分間（前後半各 10 分間）のプレーイングタイム
決勝ラウンド 30 分間 (前後半各 15 分間) のプレーイングタイム
(2) ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始まで）
1 次ラウンド：5 分間
決勝ラウンド：10 分間
⑥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：準決勝、PK 方式により勝者を決定する。
決勝、6 分間（前後半 3 分間、ﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞﾀｲﾑ）の延長戦を行い、決しない
場合は PK 方式により勝者を決定する。
（延長戦に入る前のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ：5 分間、PK 方式に入る前のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ：1 分間）
⑦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。
⑧予選ラウンドにおける警告 1 回は決勝トーナメントには持ち越されない。
⑨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。
⑩参加資格に違反し、その他不都合な行為があったときにはそのチームの出場を停止する。
11．参加申込
①参加申込書に記載しうる人員は、１チームあたり 24 名（役員 4 名、選手 20 名）を上限とし、
その選手は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、申込
みをすることができる。その場合、第 7 条に定める参加資格を満たし、かつ本大会（県大会
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を含む）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。
②申込締切日 原 紙：2013 年 10 月 8 日（火）18:00 必着
データ：2013 年 10 月 8 日（火）12:00 必着
※予選が終了していない委員会は後藤までご連絡ください。
携帯：090－7442－3303
③提出書類及び申込先 原 紙：ⅰ）予選報告書（任意様式）
、ⅱ）参加申込書・大会登録票
のコピー、ⅲ）メンバー提出用紙、ⅳ）プライバシーポリシー同意書
〒880-0878 宮崎県宮崎市大和町 91 ﾀｶﾗﾑﾗﾋﾞﾙ１F
（一社）宮崎県サッカー協会 フットサル委員長 後藤 幸一朗 宛
データ：ⅰ）参加申込書・大会登録票、ⅱ）メンバー提出用紙
（一社）宮崎県サッカー協会フットサル委員長 後藤 幸一朗 宛
Futsal_miyazaki@yahoo.co.jp
九州サッカー協会フットサル委員長 森岡 勉 宛
morifc@ninus.ocn.ne.jp
④原紙の提出には必ず県サッカー協会長の印を捺印し送付すること。
⑤申込締め切り以降の内容変更は認めない。
⑥参加申込の手続（郵送・データ送信）については、必ず県サッカー協会フットサル委員長が
行うこと。また、県大会において JFA へのチーム登録が完了したことを証するため、大会登
録報告（振込明細書添付）のコピーを参加申込締切日までに FAX または PDF データにて九州
サッカー協会フットサル委員長に送信すること。
九州サッカー協会フットサル委員長 森岡 勉 ＦＡＸ： 0942-73-1867
メール：morifc@ninus.ocn.ne.jp
12．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）は正の他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（フィールドプ
レーヤー、ゴールキーパーとも）
。
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、競技者が着用するゴールキーパーの
ジャージーには、その競技者自身の背番号をつける。
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。
⑤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。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ユニフォームへの広告表示については、
（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に
基づき理事会の承認を受けた場合のみこれを認める。ただし、ユニフォーム広告表示により
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。なお、県サッ
カー協会へ提出したユニフォーム広告承認申請の写しを携帯しておくこと。
⑧その他の事項については（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に則る。
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13. 参加料
20,000 円を監督会議時に徴収する。
14．表彰
優勝、準優勝に表彰状及び盾を授与する。
15．監督会議
平成 24 年 10 月 18 日（金）19：00～ 小林市市民体育館内会議室
場所：小林市細野 38－1
16．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。
17．開会式
実施しない。各チーム試合時間に合わせて集合のこと。
18．閉会式
最終試合終了後、表彰式を含め行う。
19．組み合せ
九州サッカー協会において抽選を行い、決定する。
20．その他
①各チームの登録選手は、
（公財）日本サッカー協会発行のフットサル選手証（写真を貼付し
たもの）を試合会場に持参すること。不携帯の場合は、当該試合への出場を認めないことが
ある。
②各試合の 60 分前に両チームの代表者、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。
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 5 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。
④参加選手は傷害保険（スポーツ傷害保険）に加入していること。
⑤この大会の優勝チームは、2014 年１月 11 日～13 日に三重県にて開催される第 19 回全日本
ユース(U-15)フットサル大会に出場する義務を負う。
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