
２０１４年３月２日（日）    予備日３月９日（日）

：エスタディオ成田　FSコート

：午前８時３０分

：午前９時

主催　成田サッカースポーツ少年団

後援　スポーツオーソリティ　成田店

会場協力　エスタディオ成田、

マルバサッカースクール

会場

開会式

キックオフ



大　会　名 第３回　成田サッカースポーツ少年団　U-6大会

主     催 成田サッカースポーツ少年団

後     援 スポーツオーソリティ　成田店

会場協力 エスタディオ成田、マルバサッカースクール

開　催　日 ２０１４年３月２日（日）        予備日３月９日（日）

受     付 午前８時００分～

開 　会 　式 午前８時３０分～

キックオフ 午前９時

会     場 エスタディオ成田　（P6地図参照）

参加チーム 千葉県内サッカーチーム（P6参加チーム参照）

参　加　費 \6,000/チーム

参加資格 （１）未就学児童６歳以下、６人制とします

（２）スポーツ傷害保険に加入済みで、保護者の承諾を得ていること

　　　ケガについては各チームの責任において処置して下さい

（３）ベンチ入り人数は１チーム１０人までとします。但し、チームの都合で人数が多くなる場合は本部に

　　　申し出て許可を受けて下さい

競技方法 （１）予選リーグ

      勝ち点方式（勝ち＝３，引き分け＝１，負け＝０）により順位を決めます

      同点の場合，得失点差，総得点，3人のPK（以降サドンデス）の順で決めます

（２）決勝トーナメント:　各リーグ1位と、各リーグ２位中の総合上位１チームが決勝トーナメント進出

     決勝トーナメントを参照

      引き分けの場合は３名によるPK戦とし後はサドンデスとする

競技時間 予選リーグ、決勝トーナメント15分(7-1-7）　飲水、選手交代のみで、速やかに後半スタートします

競技規則 ①スパイク着用禁止

②使用するボールは３号球ローバウンドフットサルボール(主催者側準備)とします

③選手の交代は制限しません。インプレー中の交代も可とします

④審判のホイッスルによる開始、終了、アディショナルタイムなし

⑤試合コート会場内には登録選手１０人まで、コーチ３人まで入場を許可します

　　（但し、本部の許可を得た場合は入場選手の変更を認めます）

表     彰 優勝 金メダル

準優勝 銀メダル

3位 銅メダル

入賞メダルは参加選手に最大10個まで贈呈します

参加賞は１チーム10名まで贈呈します

審     判 すべて主催者側（マルバサッカースクールご協力）で対応します

その他 （１）当日雨天の場合は、午前６時頃に参加各チームへ連絡します

（２）参加１チームあたり車3台の制限をさせていただきます

駐車券をコピーし、チーム名と車番号（１～３）をダッシュボードにおいてご来場ください。

3台のうち1台の駐車場所は、近隣徒歩約5分の中台小学校になります。

子供と荷物を降ろした後、車両の移動をお願いします。

制限台数を超える車の駐車はまったく出来ません。路上駐車厳禁です

（３）各クラブの責任者は、会場に到着したら速やかに本部にて登録、参加費の支払いをお願いします

（４）大会途中に、試合審判・運営にご協力いただくマルバサッカースクールによるミニクリニックを行います

大会担当：　　NSSS幼稚園担当　吉永　080-3403-8506　yoshinaga-s@hkg.odn.ne.jp

大　会　要　項
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ルール 違反した場合の措置

1 スパイクは禁止 シューズに履き替えるまで出場禁止

2 すね当ては必ず着用する 着用するまで出場禁止

3
選手の交代はインプレー中でも自由。ただし、コート上は常に
６人まで

審判の許可を得ず７人以上がコート上に居た場合は、ﾎﾞｰﾙ
のあった地点から間接ﾌﾘｰｷｯｸを相手ﾁｰﾑに与える

4

ボールがタッチラインから出たら、キックインで再開する。
【注意！！】ただし危険でなく、審判がプレー継続が可能と判
断した場合は、ラインを出ても続ける場合があります。
立ち足は、タッチラインを超えてはいけない

相手のキックインで再開する

5
キックオフの時は、相手競技者は３ｍ以上離れなければなら
ない。

キックオフをやりなおす

6
キックイン、フリーキックの時は５ｍ以上離れなければならな
い。

キックイン、キックオフをやりなおす。但し、キックイン、キック
オフをした側に有利な場合は、プレーオンとする（直接フリー
キックがゴールインした場合は得点）。

7 キックオフ、キックインからは直接得点できない

8 コーナーキックは助走して蹴って良い。直接得点できる

9
ゴールキーパーはゴールエリアを出てプレーしても良い。但
し、エリア外では手でボールを扱ってはならない。

エリア外で手でボールを扱った場合には、その地点から相手
側の直接フリーキックとなる。

10
ゴールキーパーはエリア内でキャッチしたボールを蹴ってはな
らない（投げるだけ）

相手側のキーパースローで再開する

11
相手ボールがゴールラインから出たら味方キーパースローで
再開する。味方ボールがゴールラインから出たら相手コー
ナーキックで再開する。

12
キーパースローは、ノーバウンドでハーフウェイラインを超えて
はならない

ボールが超えたライン上から相手側の間接フリーキック

13 ゴールエリア内のシュートは認められる

14 キーパーへのバックパスは、手でプレーしてはならない 最も近いゴールエリアライン上から間接フリーキック

15
ハンドリング、プッシング、ホールディング、ジャンピングアッ
ト、キッキング、ストライキング、トリッピング等をしてはならな

相手側の直接フリーキックで再開する。ゴールエリア内の反
則はペナルティキック（５ｍ）

16 スライディングタックルは禁止
相手側の直接フリーキックで再開する。ゴールエリア内の反
則はペナルティキック（５ｍ）

17 オフサイドはなし

18 度重なる反則や非紳士的行為は、警告または退場 退場者は次試合出場禁止

19 チーム人数不足の場合
当日人数不足となった場合は、他の同学年チームから補充
して、出来る限り棄権しないようにして下さい。人数不足での
対戦は試合を有効とします

ルールの手引き
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予選リーグ　(7分-1分-7分）

(コート) - (試合番号)

予選　1組 成田ＳＳＳ_A パサニオール誉田 千葉FC 市原ユナイテッド 勝点 得失差 総得点 順位

成田ＳＳＳ_A ****
A-1 B-3 A-6

パサニオール誉田 ****
A-5 B-7

千葉FC ****
B-2

市原ユナイテッド ****

予選　2組 ときがねFC_A セレステ成田JFC マルバ 千代田FC 勝点 得失差 総得点 順位

ときがねFC_A ****
B-1 A-4 B-6

セレステ成田JFC ****
B-5 A-8

マルバ ****
A-3

千代田FC ****

予選　3組 成田ＳＳＳ_B ときがねFC_B 村上SC --- 勝点 得失差 総得点 順位

成田ＳＳＳ_B ****
A-2 B-4

ときがねFC_B ****
A-7

村上SC ****
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各組１位 決勝トーナメント (7分+1分+7分）

1組1位

A-10

3組1位

優勝

2組1位

B-10 準優勝

全組2位中　総合上位

①-13　敗者

第３位

②-13　敗者

第４位

試合進行表　　（幼稚園）

Aコート　予選リーグ、決勝トーナメント Bコート　予選リーグ、決勝トーナメント

試合 試合時刻 審判 試合 試合時刻 審判

1 09:00-09:15 成田ＳＳＳ_A パサニオール誉田 本部 1 09:00-09:15 ときがねFC_A セレステ成田JFC 本部

2 09:20-09:35 成田ＳＳＳ_B ときがねFC_B 本部 2 09:20-09:35 千葉FC 市原ユナイテッド 本部

3 09:40-09:55 マルバ 千代田FC 本部 3 09:40-09:55 成田ＳＳＳ_A 千葉FC 本部

4 10:00-10:15 ときがねFC_A マルバ 本部 4 10:00-10:15 成田ＳＳＳ_B 村上SC 本部

5 10:20-10:35 パサニオール誉田 千葉FC 本部 5 10:20-10:35 セレステ成田JFC マルバ 本部

6 10:40-10:55 成田ＳＳＳ_A 市原ユナイテッド 本部 6 10:40-10:55 ときがねFC_A 千代田FC 本部

7 11:00-11:15 ときがねFC_B 村上SC 本部 7 11:00-11:15 パサニオール誉田 市原ユナイテッド 本部

8 11:20-11:35 セレステ成田JFC 千代田FC 本部 8 11:20-11:35 本部

9 11:40-11:55
フレンドリー

3組2位
フレンドリー

1組2位
本部 9 11:40-11:55

フレンドリー
3組3位

フレンドリー
2組2位

本部

10 13:00-13:15 １組１位 3組1位 本部 10 13:00-13:15 2組１位 全組２位中上位 本部

11 13:25-13:40 A-10勝者 B-10勝者 本部 11 13:25-13:40 A-10敗者 A-10敗者 本部

※第9試合フレンドリーの各組2位のチームが、決勝トーナメントに進出の場合は3位チームとする

B-11

A-11

対戦 対戦

12:00-12:50
昼食、マルバサッカースクール

ミニクリニック
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参加チーム紹介 チーム数

成田ＳＳＳ 2

千葉FC 1

ときがねFC 2

セレステ成田JFC 1

パサニオール誉田 1

マルバ 1

市原ユナイテッド 1

千代田FC 1

村上SC 1
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開催会場

●エスタディオナリタ ●アクセス
フットサルクラブ　エスタディオナリタ 千葉交通バス
千葉県成田市米野68-1 JR成田駅西口2番のりば

中台・北高・湯川車庫行　10分
TEL　0476-26-8317 赤坂1丁目バス停下車徒歩　6分 
FAX　0476-26-8356
E-mail: info@estadio-narita.com  
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