
 

 

 

第 1４回長野県少年フットサル大会 実施要項 

 

1. 名称： 第 1４回長野県少年フットサル大会 

2. 主催： 長野県フットサル連盟 

3. 協力： 株式会社テレビ信州，北信フットサル連盟，東信フットサル連盟，中信フットサル連盟， 

一般社団法人箕輪町サッカー協会 

4. 協賛： 株式会社 Alpen SPORTS DEPO長野店・南松本店・佐久北インター店 

株式会社モルテン 

5. 後援： 一般社団法人長野県サッカー協会 

6. 期日：  

【 地区予選大会 】 

北信地区 2017年 01月 09日(月祝) ホワイトリング(カテゴリーⅠ・カテゴリーⅡ) 

 東信地区 2017年 01月 07日(土)望月体育館（カテゴリーⅡ） 

 2017年 01月 08日(日)望月体育館(カテゴリーⅠ) 

 中南信地区 2017年 01月 08日(日)ながたドーム(カテゴリーⅠ) 

 2017年 01月 09日(月祝)ながたドーム(カテゴリーⅡ) 

【 県大会 】 

2017年 02月 12日(日) 長野市ホワイトリング 

7. 開催趣旨： 

各地区で予選を行うことにより，地区の活性化および小学校低学年へのフットサル普及拡大を図り，フッ

トサルを通し健全な青少年育成に寄与するために開催する．また，カテゴリーⅠの県大会出場チームにお

いては，3月開催のバーモントカップ全日本少年フットサル大会長野県大会へのシードチームとし，小学校

年代の継続的なフットサルを推進する． 

8. 参加資格： 

(1) カテゴリーⅠ：小学校 5年生以下の男女． 

(2) カテゴリーⅡ：小学校 4年生以下の男女． 

9. 参加チーム数： 

県大会は各カテゴリーとも 16 チームとする．地区予選大会への参加チーム数に制限を設けないが，参加

チーム数により県大会への出場枠を決定する． 

  



 

 

 

 

10. 競技形式： 

(1) 地区予選大会 

参加チームを各カテゴリーに分け，大会主管元にて事前に抽選した対戦カードをもとにリーグ戦を行い，

上位チームを決定する．グループ内の順位は勝点合計の多いチームを上位とし，勝点は，勝ち 3，

引分け 1，敗け 0 とする．ただし，勝点合計が同じ場合は，以下の順序により決定する． 

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 グループ内の総得失点差 

⑤ グループ内の総得点数 

⑥ 下記に基づくポイント合計がより少ないチーム 

・ 警告 1回 1ポイント 

・ 警告 2回による退場 1回 3 ポイント 

・ 退場 1回 3ポイント 

・ 警告 1回に続く退場 1回 4 ポイント 

⑦ 抽選 

 

(2) 県大会 

【 予選ラウンド 】 

カテゴリーごと 16 チームを 4 グループに分けてリーグ戦を行い，各グループ上位１チームの計 4 チーム

が決勝ラウンドに進出する．順位決定方法は地区予選大会の順位決定方法を採用する． 

【 決勝ラウンド 】 

4 チームによるノックアウト方式で勝者を決定する．なお，準決勝に敗退した 2 チームが行う 3位決

定戦は決勝の前に行う． 

 

11. 競技会規定： 

大会実施年度の公益財団法人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，本大会の規定を別に定める． 

① ピッチ： 

大きさ：原則として 32ｍ×16ｍ 

センターサークルの半径：２.5m 

ペナルティエリア 1/4円の半径：5m 

ペナルティマーク：5m 

第 2ペナルティマーク：8ｍ 

交代ゾーンの長さ：4ｍ 

タイムキーパーの机前のエリア：ハーフウェーラインの両端からそれぞれ 4m 

  



 

 

 

 

② 守備側競技者のボール等から離れる距離： 

フリーキック，コーナーキック，キックインともに 4m 

③ 使用球：大会主管元にて用意したフットサル用 3号ボール 

④ 競技者の数： 

交代要員の数：5名 

ベンチに入ることができる人数：8名(交代要員 5名，役員 3名) 

ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：2名以内 

⑤ 競技者の用具： 

・ シューズ：靴底は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(スパイク

シューズおよび接地面が着色されたものは使用不可)． 

・ すね当て：必ず着用のこと．また，試合中はストッキング等により完全に覆われていること．試合

前の用具確認時，ストッキング等で完全に覆うことが不可の場合，その選手は試合に出場でき

ない場合がある． 

⑥ 装身具：材質を問わず全ての装身具の着用は許可しない． 

⑦ 試合時間： 

すべての試合を 16分間(前後半各 8分)のランニングタイムとする． 

⑧ 規定時間内で勝敗が決しない場合の勝者を決定する方法 

リーグ戦：引分け 

決勝ラウンド：PK方式により勝者を決定する． 

⑨ インターバル： 

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)は 3分間とする．PK方式に入る前のインタ

ーバルは 1分とする． 

⑩ 警告，退場(退席)： 

・ 本大会期間中に警告を 2回受けた選手および交代要員は，次の 1試合に出場できない． 

・ 本大会期間中に退場を命じられた選手および交代要員は，次の 1試合に出場できず以降の処

置については，本大会主管元にて決定する． 

・ 本大会期間中に退席を命じられた役員等は，その処置について本大会主管元にて決定する． 

  



 

 

 

 

12. 参加申込み： 

① 参加希望チームは，参加申込書に必要事項を記載し，地区担当者宛てに申し込むこと． 

② 申込み締切りおよび参加費の振込みは 2016年 12月１３日(火)とする． 

なお，入金後，チーム都合で大会出場をキャンセルした場合，参加費の返金は行わない．また，

指定期日までに入金が無い場合，上述した参加申込書を受領しても，キャンセル待ちのチームに参

加権利を移譲するので注意すること． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ユニフォーム： 

① 県大会で着用するユニフォーム(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，容易に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）．地区予選大会は，正のみで参加可能とする． 

② シャツやショーツの下に着用するアンダーシャツやアンダータイツの色彩は，シャツの袖，パンツの主たる

色と同一のものが好ましいが，準備が難しい場合は少なくともチーム内で同色のものとする． 

③ ネックウォーマーの着用は認めない． 

 

14. 参加費： 

カテゴリーⅠは\7,000-，カテゴリーⅡは\5,000-とする． 

 

  

北信地区 

柄沢 元春 bl510.coca-cola@blue.plala.or.jp，090-2629-9628 

振込先：八十二銀行 長野東支店 

口座名 北信フットサル連盟 普通口座 口座番号 4 7 4 0 9 3 

中南信地区 

小口和史 kazushioguchi@yahoo.co.jp，090-3451-3562 

振込先：八十二銀行 南松本支店 

口座名 長野県中信フットサル連盟 普通口座 口座番号 ８１１８１８ 

東信地区 

畠山 浩幸 hatasan@avis.ne.jp，080-5141-8052 

振込先：八十二銀行 中軽井沢支店 

口座名 東信フットサル連盟 普通口座 口座番号 ４１００３７ 



 

 

 

 

15. 経費：各チームの経費は各チームの負担とする 

16. 組合せ：大会主催者による抽選とする． 

17. 代表者会議：地区予選大会は参加申込み時に確認すること．県大会は大会当日の 7:40 より開催会

場にて行う．詳細は別途連絡する． 

18. 傷害補償：参加チームはチームの責任において傷害保険(物損対応込み)に加入すること． 

19. その他： 

① 本年度，長野県フットサル連盟に加盟していないチームが参加を希望する場合，別途長野県フット

サル連盟登録料\2,000-が必要になります． 

② 参加選手および役員の申込み処理後の変更を認めない．参加申込み処理において質問などがある

場合は，前述した申込先の担当者に確認すること． 

③ 地区予選大会はチームに帯同した審判員有資格者(F4 級以上)により審判される．チームには記

録を割り当てる．また，帯同する審判員がいない場合は，申込み時にその旨伝え，割り当てられた

試合について\1,000-のレフェリーフィーを支払い主催者に依頼すること． 

④ 県大会はすべての試合を主催者から派遣された審判員が割り当てられるが，タイムキーパー(有資格

者)と記録はチームに割り当てる．チームにタイムキーパーが不在の場合は\1,000-のレフェリーフィー

を支払い主催者に依頼すること(派遣審判員の確保人数による影響で，タイムキーパーを主審が兼

務する場合がある)． 

⑤ 大会期間中，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． 

⑥ 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，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． 

⑦ 本大会申込み処理完了後，チーム事情などの理由により，大会参加が困難になり参加不可能と

なったチームは，次年度以降の本大会への参加申込みを認めない場合がある． 

⑧ 飲水に関しては，ベンチ内のシート上でスクイーズボトル等に充填された水のみを許可する． 

⑨ パワープレー要員が着用するシャツは，登録されたゴールキーパーのシャツのみ許可する． 

 

20. 問合せ先： 

長野県フットサル連盟 大会実行委員会長野県少年担当  柄澤元春 

〒 381-0012 長野市大字柳原 1762-4 

090-2629-9628  mail: bl510.coca-cola@blue.plala.or.jp 

以上 

 


