
１５年度・姫路サッカーフェスティバル １／４

フ　ッ　ト　サ　ル　大　会　要　項

 　　　 20１５年　８月　９日　（日）　球技スポーツセンター

1.　参加チーム数

　少　年　…　48　チーム 高学年　　６名　　（内、大人が２名） *指導者不可。

低学年　　７名　　（内、女性が２名）

（大人のゴールキーパーは認めない。）
（大人は、社会人登録選手・指導者は不可とする）

　　中　学・・・６チーム 　　5名　（キーパーを含む）

　　高　校・・・０チーム 〃 〃

　　社会人・・６チーム 〃 〃
　　女　子・・・１２チーム 〃 〃

　（　合　計　２４チーム　） 合計　72チーム

2.　試合方法
　　　・　８コートで、各コートで２リーグの６チームで行う。（１リーグは３チーム）

　　　・　試合時間は、少年＝　７分１本　とする。決勝戦も、７分１本とする。
　　　・　社会人・女子・中学・高校の部は、8分１本とする。

　　　・　試合球は、フットサル用ボールを使用する｡（本部にて準備）

　　　【特別運用ルール】

　　　　①　日本サッカー協会フットサル競技規則に準ずる。
　　　　②　キックオフ及びタイムアップの合図は、本部より一斉に行う。
　　　　③　ゴールキックは、キーパースローで再開する。

（キーパースローは３種以下は直接ハーフラインを超えてはいけない）
　　　　④　スローインではなくキックインを行う。
　　　　⑤　３種以下のＧＫのキックはハーフラインを超えてはいけない。

（ドロップ/パント/クリアーもハーフラインを超えてはいけない）
　　　　⑥　競技中の選手の交替は、交替ゾーンから自由に行うことが出来る。

(退場者が出てから入ること。ＧＫも同様である。)
　　　　⑦　危険防止のため、固定式ゴムポイント以外のスパイクは禁止する｡
　　　　⑧　少年の試合球は３号球を使用する。（１３年度ルール改正により）

　　　【順位】
　　　　①　各リーグの一位を表彰する。（少年リーグは、一位同士の決勝戦あり）
　　　　②　各リーグ別に勝ち点により順位をつける。

　勝ち点は、　　　勝ち…3点　　　引き分け…1点　　　負け…0点　　とする。
　　　　③　勝ち点が同じ場合は、当該同士の結果・得失差・得点多・失点少　順に上位を決
　　　　　　　定する。尚決しないときは、代表者１名によるジャンケンを行い、上位を決定する。

　　　【ゴールネット協力】   (　不要です。　）



2／４
【運営事項】

◎コートの大きさ
　　20m×35m　センターサークル、ペナルティーエリアは、半径6m、ＰＫは６m

◎コート数　８ コート

　　　メ　　イ　　ン　　ス　　タ　　ン　　ド

　4　コート 　3　コート 　2　コート 　1　コート

　少年　低ー7 　少年　低ー5 　少年　低ー3 　少年　低ー1
低ー8 低ー6 低ー4 低ー2

　女　子　ー　Ｂ 　女　子　ー　Ａ 　社会人　-　Ｂ 　社会人　-　Ａ

　５　コート 　6　コート 　7　コート 　8　コート

　少年　高ー7 　少年　高ー5 　少年　高ー3 　少年　高ー1
高ー8 高ー6 高ー4 高ー2

女　子　ー　Ｃ 女　子　ー　Ｄ 　中　学　-　Ａ 　中　学　-　Ｂ

◎ゴールの大きさ 　　・2m×3mの簡易式ゴールを使用する。

◎組み合わせ

　　1コート　少年（低）リーグ 　　1コート　少年（低）リーグ

① ③ ② ④
⑤ ⑥

　少年のみ、上記のように ８ コート分を組み合わせる。丸数字は試合順。

◎日程 前日準備　8日(13時～)
　　ゴール組立・ネット取り付け
　　ゴール設置とコートのマーキング
※前日準備は、フットサル委員会で行います。

　　当　日

　　7：50 役員集合 （コート確認・番号札・ボール・笛・机・椅子・受付）

　　８：00 受け付け開始（参加確認）・各種にて受け付け（不参加チームの補充）

　　８：40 受け付け終了。参加チーム数確認・調整。 放送室に連絡の事。

　　8：50 開会式

　　9：00 試合開始

少年の部（高学年･低学年）　　　　　７分　X　6ゲーム

　（各コートの決勝戦有り） ７分　×　1ゲーム

中学・女子・社会人の部　　　８分　Ｘ　3ゲーム

　１0：４５ 表　彰　式 後片付け（全員で） （ゴール外し・ネット　倉庫へ）



１５年　姫路サッカーフェスティバル フットサル大会 ３／４

少 年 の 部 １５年　８月　９日（日）

第1コート　少年（低学年）リーグ 第1コート　少年（低学年）リーグ

低－1 城北A 手柄 砥堀 順位 低－2 勝原A 英賀保 白鳥 順位

城北A ① ③ 勝原A ② ④

手柄 ⑤ 英賀保 ⑥

砥堀 白鳥

第2コート　少年（低学年）リーグ 第2コート　少年（低学年）リーグ

低－3 広畑B 荒川 妻鹿 順位 低－4 勝原B 神崎A 水上 順位

広畑B ① ③ 勝原B ② ④

荒川 ⑤ 神崎A ⑥

妻鹿 水上

第3コート　少年（低学年）リーグ 第3コート　少年（低学年）リーグ

低－5 城北B 余部B 山田 順位 低－6 白鷺A 神崎B やわた 順位

城北B ① ③ 白鷺A ② ④

余部B ⑤ 神崎B ⑥

山田 やわた

第4コート　少年（低学年）リーグ 第4コート　少年（低学年）リーグ

低－7 広畑A 余部A 白浜 順位 低－8 白鷺B 香寺 船場 順位

広畑A ① ③ 白鷺B ② ④

余部A ⑤ 香寺 ⑥

白浜 船場

第５コート　少年（高学年）リーグ 第５コート　少年（高学年）リーグ

高－７ 荒川A 城北B 船場 順位 高－８ 安室A 妻鹿 手柄 順位

荒川A ① ③ 安室A ② ④

城北B ⑤ 妻鹿 ⑥

船場 手柄

第６コート　少年（高学年）リーグ 第６コート　少年（高学年）リーグ

高－５ 荒川B 安室B 白鳥 順位 高－６ 白鷺A 広畑A 林田 順位

荒川B ① ③ 白鷺A ② ④

安室B ⑤ 広畑A ⑥

白鳥 林田

第７コート　少年（高学年）リーグ 第７コート　少年（高学年）リーグ

高－３ 砥堀B 白浜B 大塩 順位 高－４ 白鷺B 広畑B 勝原 順位

砥堀B ① ③ 白鷺B ② ④

白浜B ⑤ 広畑B ⑥

大塩 勝原

第８コート　少年（高学年）リーグ 第８コート　少年（高学年）リーグ

高－１ 城北A 香寺 英賀保 順位 高－２ 砥堀A 白浜A 水上 順位

城北A ① ③ 砥堀A ② ④

香寺 ⑤ 白浜A ⑥

英賀保 水上


