
趣 旨

主 催 一般財団法人静岡県サッカー協会

主 管 一般財団法人静岡県サッカー協会４種委員会

後 援 袋井市 　静岡新聞社・静岡放送　　法多山尊永寺

期 日 2017年 12月23日（土）

会 場 小笠山総合運動公園（エコパスタジアム・補助競技場・多目的スポーツ広場・人工芝ピッチ）　　　

Ｕ－７の部　　１年生・女子チーム　　 エコパスタジアム　（４コート）

Ｕ－８の部　　２年生チーム　　 多目的スポーツ広場（４コート）

Ｕ－９の部　　３年生チーム　　 補助競技場　（２コート）　・　人工芝ピッチ（２コート）

参 加 資 格 本大会の趣旨に賛同するチームであり、（公財）日本サッカー協会登録チームで４種の事業に参加しているチームであること。

Ｕ－７（１年生チーム）は、１年生と幼児（年長クラス）の出場を認める。また女子チームでの参加の場合は、U-8（２～1年生）で

構成されたチーム（合同チーム可）での出場を認める。

Ｕ－８（２年生チーム）は、２～１年生の出場を認める。

Ｕ－９（３年生チーム）は、３～１年生の出場を認める。　　

サッカー協会に未登録選手の参加を許可するが、参加選手はスポーツ保険に加入していること。

参加チーム ５支部推薦の各部２４チーム（東部７・中東部２・中部３・中西部４・西部８）合計７２チーム

チーム構成

審判員は参加チーム帯同U-12（6年生）または、U-11（5年生）が担当する。

※指導者３名の内 １名は、指導者証を持参する事。

競 技 方 法 ①各部ごとに２４チームを　４チーム×６ブロック　に分けて総当たりリーグ戦方式とする。

②試合時間は各部とも、１０－３－１０分とする。延長戦・PK戦は行わない。

③順位は、勝点（勝ち３点・引き分け１点・負け０点）・当該チーム対戦成績の順で決定する。

競 技 規 則

②試合時のチーム 低人数は６名以上とする。５人以下の場合は失格とし０対５の負けとする。

③ピッチサイズは　Ｕ-７・U-８の部は５０×３０ｍ、　Ｕ-９の部は、６０×４０ｍとする。

・センターサークルは、半径７ｍとする。ペナルティエリアは１０ｍとする。

・ペナルティマークはU-7の部・U－8の部は５ｍ。U-9の部は７ｍとする。

④ゴールは　Ｕ-７の部はフットサル用（３×２ｍ）、Ｕ-８・Ｕ-９の部は、少年用（５×２,１５ｍ）とする。

⑤退場の場合、当該チームは交代要員の中から競技者を補充する。

⑥ベンチにいる役員(監督・コーチ・スタッフ)は審判の判定に対して異義を唱えたり選手が自分で判断すること、

チャレンジすることを妨害してはならない。

⑦オフサイドルールは適用しない。

試 合 球 （株）モルテン３号球とする。

審 判

参 加 申 込 各支部責任者は地区選考結果とメンバー表の提出を2017年10月1日（日）までに支部ごとまとめて行うこと。

参 加 料 無料

参 加 賞 参加選手に参加賞を贈る。

表 彰 Ｕ-７の部・Ｕ-８の部・Ｕ-９の部の優秀チームを表彰する。

開 会 式 2017年 12月23日（土）　9:00より、エコパスタジアムにて全チーム（選手全員+指導者１名）参加

閉 会 式 全チームが参加する閉会式は行わない。 終試合終了後、各会場にて優秀チームを表彰する。

そ の 他 ①ユニホームについてはビブス着用を認める。

②大会要項および４種委員会細則に規定されていない事項は４種委員会協議の上決定する。

運営担当支部

開会式：西部支部　・Ｕ-７の部：西部支部　・Ｕ-８の部　中部、中東部支部　・Ｕ-９の部：中西部、東部支部

①試合の交代人数は１２名以内とし、自由な交代を採用する。交代は交代ゾーンから指導者が補助をし行う様にする。

主審1人制（補助審判1名）を採用し、U-12（6年生）またはU-11（5年生）が審判委員会の指導の下に担当する。
審判割り当ては、対戦両チーム帯同審判１名ずつが担当し、前半と後半で主審・補助審判が入れ替わる。

８：１５受付開始　　８：３５選手・役員集合　　９：００～入場行進開始

エコパカップ　第1６回　静岡県キッズサッカーフェスティバル
（　　Ｕ－７の部　・　Ｕ－８の部　・　Ｕ－９の部　　）

要　　項

静岡県の将来をになう７歳から９歳までのサッカー少年少女達が、サッカーへの興味・関心を深めるとともに、心身の健全な
発達・育成を目標として本フェスティバルを開催する。このフェスティバルは子供が選手として審判として主役を務める。仲間と
サッカーをする楽しさ、上級生には審判の難しさを通じてフェアプレー精神・リスペクト精神の習得を目指す。更に選手全員が
毎試合ピッチに立ち、応援に来てくれた家族全員がエンジョイできるサッカーフェスティバルを目指す。

チームは、指導者３名（内、有資格保有者 低１名（ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰ可）、審判員２名以内、選手１０名以上、２０名以内で構成する。

公益財団法人日本サッカー協会８人制競技規則に準ずる。ただし本大会規定を設ける。その他は4種委員会細則による。



平成２９年１２月２３日（土）　午前９：００　入場行進開始　エコパスタジアム

司会進行係 西部支部

⒈ 選手入場

⒉ 国旗・県協会旗・フェアプレー旗 掲揚

⒊ 主催者挨拶 一般財団法人静岡県サッカー協会専務理事 竹 山 勝 自 様

⒋ 来賓挨拶　 袋井市長 原 田 英 之 様

⒌ 来賓紹介

⒍ 選手宣誓 磐田豊岡ＪＦＣ　（西部支部 代表） 大場　斗阿

⒎ 参加賞授与 　アプローズFC　（西部支部 代表） 伊藤　吏那

⒏ 選手退場

平成２９年１２月２３日（土）　　各会場にて 終試合終了後直ちに行います。

⒈ 開式通告 一般財団法人静岡県サッカー協会４種委員会・会場担当支部長

⒉ 表　　彰 ※各カテゴリー優秀チームを表彰する。

⒊ 閉会通告 一般財団法人静岡県サッカー協会４種委員会・会場担当支部長

エコパカップ

第１６回 静岡県キッズ（U-7・U-8・U-9）サッカーフェスティバル　開会式・閉会式  次第

選手　午前８：３５～  第４ゲート　集合・整列

閉　会　式

開　会　式



大会会長 岡野　光喜

大会副会長 杉山　隆一 高田　稔 山本　昌邦

大会委員長 竹山　勝自

大会副委員長 深田　徹

委員 小里　広 松本 左千夫 納谷　義郎　　　井田　勝通 興津　純男

西田　在賢 岡本　知之 岩崎　清悟 南谷　光一 滝本 義三郎

澤田　嘉男 綾部 美知枝 大石　剛 斎藤　誠 半田　悦子

膳亀　信行 斎藤　俊秀 竹内　圭介 服部　年宏 服部　康雄

長野　哲久 増田　誠 浅井　政則
　　　　

競技会長 山下　正義

競技委員長 飯塚　孝夫

副委員長 村井　智宏 曽根　俊夫 毛涯　晋 前澤　孝 山本　浩三 吉添　智宏

委員 黒野　行彦 永井　厚生 中谷　晋也 小野寺　潤 渡邉　啓介 平野　賢一

和久田　義弘 鈴木　大介 山中　勝則 森田　謙 渡辺　勝 城所　章正

鈴木　健 朝日　将利 渡井　隆泰 佐藤　貴史 亀川　秀二 望月　浩利

齊藤　孝浩 三浦　淳 見崎　裕司 白井　清司 鈴木　篤 浅田　秀男

富田　宏司 兼子　直也 進士　宜仁 戸澤　和巳 黒松　則行

規律委員長 竹山　勝自

副委員長 永井　厚生

委員 杉山　隆一 渡辺　裕年 膳亀　信行 長野　哲久 飯塚　孝夫 村井　智宏

曽根　俊夫 黒野　行彦 鈴木　大介 鈴木　篤 山田　唯一郎 牧田　和也

増田　智治 寺尾　貴裕 田原　勇

審判委員長 渡辺　裕年

副委員長 平野　賢一

委員 遠藤　芳政 望月　琢夫 海野　直紀 秋山　直己 横内　知大

技術委員長 膳亀　信行 　

副委員長 渡邉　啓介

委員 北島　英俊 鈴木　健 高山　雅光 望月　浩利 山田　大成 小河路　容弘

工藤　善充

大会役員

競技役員



Ｎｏ

1 FCデルヴィエント沼津 東部① あかつきＦＣ 東部① ＦＣ長泉 東部①

2 プリメーラ御殿場ＦＣ 東部② Ｍａｒｅ ＦＣ 東部② 御殿場東サッカー少年団 東部②

3 小山ＪＦＣ 東部③ 岩松サッカースポーツ少年団 東部③ 三島東サッカースポーツ少年団 東部③

4 三島東サッカースポーツ少年団 東部④ 玉穂サッカー少年団 東部④ 沼津第四ジュニアＦＣ 東部④

5 吉原第一ジュニアサッカークラブ 東部⑤ 富士宮東サッカースポーツ少年団 東部⑤ 富士根南サッカースポーツ少年団 東部⑤

6 大富士フットボールクラブ 東部⑥ 富士岡サッカースポーツ少年団 東部⑥ 大仁少年サッカークラブ 東部⑥

7 函南東サッカースポーツ少年団 東部⑦ 三島徳倉サッカークラブ 東部⑦ 富士第一サッカースポーツ少年団 東部⑦

8 ＴＯＫＡＩスポーツアカデミー 中東部① 清水プエルトｗｉｔｈ Ｋ 中東部① 駒越小ヴァーモス 中東部①

9 有度フットボールクラブ 中東部② 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 中東部② 袖師ＳＳＳ 中東部②

10 ピュアフットボールクラブ 中部① 西奈サッカースポーツ少年団 中部① 東豊田ＳＳＳ　 中部①

11 静岡横内サッカースポーツ少年団 中部② 伝馬ＦＣ 中部② 南部サッカースポーツ少年団 中部②

12 Ｆｉｎｅ静岡 中部③ ＦＣ.ＬＥＳＴＥ 中部③ 伝馬ＦＣ 中部③

13 港サッカースポーツ少年団 中西部① 黒石サッカースポーツ少年団 中西部① 細江・KSサッカースポーツ少年団 中西部①

14 高洲南サッカースポーツ少年団 中西部② 自彊・吉田中央サッカースポーツ少年団 中西部② 焼津西サッカースポーツ少年団 中西部②

15 相良サッカースポーツ少年団 中西部③ 島田第四小サッカースポーツ少年団 中西部③ 島田第二小サッカースポーツ少年団 中西部③

16 六合東サッカースポーツ少年団 中西部④ 藤枝サッカースポーツ少年団 中西部④ 藤枝順心SCジュニア 中西部④

17 Ｆ．Ｃ．フォルミーガ 西部① 浜北キッカーズＦＣ 西部① 浜岡黒潮サッカースポーツ少年団 西部①

18 磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 西部② 芳川サッカースポーツ少年団 西部② テンマサッカークラブ 西部②

19 アプローズＦＣ 西部③ 浜名サッカースポーツ少年団 西部③ レゾン袋井フットボールクラブU-12 西部③

20 笠井フットボールクラブ 西部④ 細江ＪＦＣ 西部④ 菊川ＦＣ 西部④

21 浜松中郡サッカースポーツ少年団 西部⑤ 山名スポーツ少年団 西部⑤ 神久呂サッカースポーツ少年団 西部⑤

22 田原フットボールクラブ 西部⑥ 森ＦＣアルゴス 西部⑥ 浅羽フットボールクラブＡｒｅｓ 西部⑥

23 浜松白脇サッカースポーツ少年団 西部⑦ 浜松大瀬サッカースポーツ少年団 西部⑦ 大須賀サッカー少年団 西部⑦

24 浜松龍禅寺ＦＣ 西部⑧ 北浜サッカースポーツ少年団 西部⑧ 磐田豊岡ＪＦＣ 西部⑧

エコパカップ　第１６回静岡県キッズサッカーフェスティバル

平成２９年１２月２３日(土）　小笠山総合運動公園内　各グランド

出場チーム一覧表

Ｕ-７ の部　（１年生） Ｕ-８ の部　(２年生） Ｕ-９ の部　(３年生）


