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８） 懇親会（２７日【土】）に１名以上出席できるチームに限る。

8. 競 技 規 則

１）

・交代ゾーンの長さ：４ｍ
２） 守備側競技者のボールから離れる距離

・キックイン：４ｍ
３） 使用球は、フットサル3号球とし、主催者で用意する。
４） 競技者の数

・競技者の数：5名
・交代要員の数10名
・ピッチ上でプレーできる外国籍の選手の数：2名以内

５） ベンチに入ることのできる人数は14名以内（交代要員10名、役員4名）とする。
※　交代要員が10名を超える場合の申し込みは、その旨、大会本部に申し出ること。

６）

７） 試合時間は全てランニングタイムで計測する。

9. 競 技 方 法 １）

２）

３）
・本大会期間中に警告を２度受けた競技者は、本大会の次の１試合に出場できない。
・本大会期間中において退場を命じられた競技者は、本大会の次の１試合に出場できず、それ以降の
措置については大会規律・フェアプレー委員会において決定する。

・大会規律・フェアプレー委員会の委員長は網走地区サッカー協会第４種委員長が務める。委員につい
ては委員長が決定する。

１日目（１次ラウンド）は６チーム１ブロック×４グループのリーグ戦とする。２日目（２次ラ
ウンド）は順位別のリーグ戦（Ｆ１～Ｆ４リーグ）を行う。

※　参加チーム数により変更あり。
リーグにおいては、勝ち点(勝-3、引分-1、負-0)、で順位を決定するが、同率の場合は当該チー
ム内の対戦成績、当該チーム内の得失点差、当該チーム内の総得点数、グループ内の総得失点、
グループ内の総得点数、抽選（コイントス）の順で決定する。

警告・退場

・ペナルティーマーク：５ｍ
・第2ペナルティーマーク：８ｍ

・フリーーキック：４ｍ
・コーナーキック：４ｍ

前半のメンバーと後半のメンバーはすべて入れ替える。前半に出場した選手は後半に出場できない。
ただし、登録選手が10名に満たないチームは可能な人数で入れ替える。

試合時間は２０分間（前後半各１０分）とし、ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半
開始前まで）は２分間とする。

（公財）日本サッカー協会「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。
ピッチ
・大きさ：サイズは原則として、３２ｍ×１６ｍ

・センターサークル：半径２．５ｍ
・ペナルティーエリア四分円の半径５ｍ

U-13年代（中学１年生以下）の女子選手については（「クラブ申請」を承認された）同一
「クラブ」内のほかのチームから選手を参加させることも可能とする。

「参加選手」は、上記「加盟チーム」に所属する選手で、（公財）日本サッカー協会「第
４種」登録選手または「女子」登録のU-13選手であること。ただしU-6選手の参加は認め
ないものとする。

引率指導者は「参加チーム」を掌握指導する責任ある指導者であること。
また、内１名以上が日本サッカー協会公認資格（Ｄ級コーチ以上）を有すること。

「参加選手」は健康であり、且つ大会参加に関する親権者の同意を得たものでなければな
らない。

「参加チーム」は必ず『傷害保険（スポーツ安全協会傷害保険）等』に加入していること。

北見サッカー協会・北見西サッカースポーツ少年団・北見イーグルスサッカースポーツ少年団

平成３０年１月２７日(土)・２８日（日）

留辺蘂町体育館・北見西小学校・津別町農業者トレーニングセンター

「参加チーム」は、今年度に（公財）日本サッカー協会に「第４種」、「フットサル4種」の種
別で加盟登録したチーム、または「女子」の種別で登録した加盟登録チームであること。

「参加チーム」は、U-12年代（小学６年生以下）の男子選手またはU-13年代（中学１年生
以下）の女子選手の、いずれかによって編成されたチームであること。

第１回オホーツクU-12フットサルフェスティバル
開催要項

網走地区とその近隣地区でフットサル活動をしている子供たちの一層の心身の向上と技術の向上、そ
して交流と親睦を深めるため本大会を開催する。

第１回オホーツクU-12フットサルフェスティバル

網走地区サッカー協会第４種委員会



10. 大 会 日 程 １）
代 表 者・
審判員会議

１月２７日(土)　午前８時００分～

２） 開 会 式 １月２７日(土)　午前８時３５分～
３） 大 会 開 始 １月２７日(土)　午前９時００分～
４） 閉 会 式 １月２８日(日)　最終試合終了後

11. 組 合 せ １）
２）

12. 帯同審判員 １）

２） 帯同審判員は、大会期間中、審判業務に当たらせるものとする。

13. 参 加 申 込 １）
（最大３０チーム、先着順）

２） 大会参加料 　６,０００円　大会当日受付時に納めること。
３） １ 次 申 込 １２月２６日(火)　午後７時まで　(チームエントリー)

２ 次 申 込 　１月１６日(火)　午後７時まで　(メンバー表の提出)
４） １クラブからの複数チームの登録は認める。

ただし、選手・チーム監督・帯同審判員の重複は認めない。
５） １次・２次申込先《電子メールでの申込とする》

　　　担当　兼田真一

　

14. そ の 他 １）
２）
３）
４）
５） 荒天・震災・雷等、不測の事態が発生した場合は本大会事務局において協議の上

６）
７）

1日目 地区
1 B-3 網走(斜網)
2 C-3 網走(斜網)
3 B-2 網走(斜網)
4 C-4 網走(斜網)
5 D-3 網走(斜網)
6 A-3 網走(斜網)
7 D-4 網走(斜網)
8 D-2 網走(北見)
9 D-1 網走(北見)
10 C-1 網走(北見)
11 B-1 網走(北見)
12 A-2 網走(北見)
13 C-2 網走(北見)
14 A-1 網走(北見)
15 D-5 網走(遠紋)
16 C-5 網走(遠紋)
17 A-5 網走(遠紋)
18 B-5 網走(遠紋)
19 B-4 網走(遠紋)
20 A-4 網走(遠紋)
21 C-6 旭川
22 D-6 根室
23 A-6 旭川
24 B-6 旭川

参加選手の持物については氏名とチーム名を記入し、忘れ物がないように周知・徹底すること。
路上駐車及び駐車場の通路への駐車は厳禁とする。
ゴミ等は、各チームで責任をもって持ち帰ること。

政氏　藤一（４）

栗原　務（３）

エスピーダ旭川E
エスピーダ旭川S

永山南サッカー少年団 小出　　陣（４）

羅臼JFC 藤本　　哉（３） 川口　政彦（４）

紋別FCジュニア 小野　秀幸（３）

たきのうえサッカースポーツ少年団 内野　　毅（４） 清原　尚弘（４）

遠軽はやぶさサッカースポーツ少年団B 丸山　啓次（２） 柴﨑　　励（３）

FC　Miragross　Jr. 兼田　真一（４）

サロマFCジュニア 阿部　　真（３）

遠軽はやぶさサッカースポーツ少年団A 松村　圭悟（３）

銀河レパド（銀河ジュニア・置戸レパド） 林　　博幸（２） 米谷　研郎（４）

Active Football Club Kitami U-12 安藤　浩二（３） 高木　雅史（３）

北見西サッカースポーツ少年団 森　　圭太（４）

北見リトルウイングスサッカースポーツ少年団 佐々木修司（３） 打田　孝志（３）

北見オニオンキッドサッカースポーツ少年団 吉川　　徹（３） 安達　伸吾（４）

北見イーグルスサッカースポーツ少年団 千田　久幸（３） 横井　和美（３）

つべつサッカー少年団 谷口　正樹（３） 安坂　敏也（３）

アトラス北見中央サッカースポーツ少年団 林　　利彦（３） 倉岡　忠正（４）

網走市サッカースポーツ少年団 小柳　裕樹（３）

美幌UFOサッカースポーツ少年団 寺島　悠司（３） 佐藤　　航（３）

FC網走U-12A 岡村　英治（２）

FC網走U-12B 熊田　隆行（４）

斜里サッカースポーツ少年団 崎田　克宏（３）

FCベーネU-12 千葉　伸吾（３） 牧野　尚樹（３）

参加チームの周知については、組合せ抽選の結果にて知らせる。

対処する。中断・中止・延期することがあるので留意のこと。
試合中、当該チーム以外のピッチ内の使用は認めない。
試合前後の空き時間を利用したピッチ内の使用は認めない。ただし、キックオフまでの時間
に余裕があり、当該試合の審判団がピッチの使用を認めた場合は、この限りではない。

【大会参加チーム一覧】
チーム名 帯同審判

　ＰＣアドレス　kanta@d3.dion.ne.jp
　連絡先　　　　090-6264-3753

大会事務局で厳正に抽選し結果を通知する。

出場チームは(公財)日本サッカー協会公認フットサル審判員を、大会２日間とも１名以上必ず帯
同させること。（級は問わない）

参加チームは下記の期日までにＥメールにて申込みすること。

　網走地区サッカー協会第４種委員会　事務局

抽選日　平成２９年１２月２８日(木)


