
第１５回富士宮西ロータリークラブカップ　前期５年生サッカー大会　要項

１８．０３．２０

「目的」 　富士宮サッカー協会に所属するスポーツ少年団が、サッカーをつうじて親睦を図ると

ともにサッカー競技の普及と向上を目指し、たくましい少年の育成を目的とする。

1 主 　催 富士宮サッカー協会

2 共 　催 富士宮西ロータリークラブ

3 主 　管 富士宮サッカー協会少年委員会

4 期　 日 平成３０年４月３０日～５月２７日

5 会 　場 外神スポーツ広場・山宮ふじざくら球技場・各小学校

6 試合方式 １１チームを２ブロックに分けリーグ戦・準決決勝

7 参加資格 富士宮サッカー協会・スポーツ少年団に登録されている単位少年団で選手は

スポーツ傷害保険に加入済みのもの

8 チーム編成 指導者4名・選手１６名

9 参加費 2.000円（大会運営費）

10 表 　彰 優勝チームには優勝カップ、賞状、メダル（１２個）、準優勝・３位チームには楯、賞状、

メダル（１２個）を送る。

11 大会細則 ・JFA　８人制サッカー競技規則による。

・８人制　：ピッチサイズ＝６８Ｍ×５０Ｍ

　　　 　 　：ゴールサイズ＝５M×２M　

・４号球使用（会場当番チームが２個用意する。）

・試合時間：１５－５－１５分

・リーグ戦の勝点は勝ち３、分け１、負け０とする。

・リーグ戦の順位は１．勝点　２．得失点　３．総得点　４．対戦　５．抽選とする。

・各チームはユニホームを２着とビブスを用意すること。

・不参加の場合は不戦敗（０－８）とする。

・ベンチは中央に置き、ピッチに向かって番号の小さいチームが左側，大きいチームが

　右側とする。

・退場処分または本大会を通し警告２回を受けた者は､次の1試合の出場を認めない。

・メンバー表（先発記入無し）は毎試合の朝、1部本部に提出すること。

・メンバー表（先発記入有り）は前の試合ハーフタイムまでに１部本部へ提出のこと。
12 審   判 ・別紙対戦表の審判割振りに基づき実施する。

・各チームは有資格者１名用意し、審判着を必ず着用のこと。（主審1名・予備審１名）

13 その他 ・施設の使用には十分注意し、指導者・代表者は試合時間以外でも選手の行動に

　注意すること。

・日程に支障が生じた場合は理事会にはかり変更できる。

・試合結果報告：会場当番チームは試合日単位で試合結果報告書様式にて下記

　報告先までFAXすること。

試合結果報告先　：小長谷総務（広報）　　　ＦＡＸ（XX－XXXX）

大会責任者　　　　：朝日少年委員長　　　　
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第１日目　　［４月３０日(月)］ ［４月３０日(祝)］
Ａブロック　［外神Ａ(当番：富士宮東）］１５－５－１５分 　　　Ｂブロック　［外神Ｂ(当番：大富士）］１５－５－１５分

NO ｷｯｸｵﾌ 対　　戦 主審 予備審 NO ｷｯｸｵﾌ 対　　戦 主審 予備審

A(1) 09:30 富士宮東 － ＯＦＣ 芝川 富士根南 B(1) 09:30 大富士 － プログレッソ 黒田 矢立ＦＣ

A(2) 10:05 大宮 － 芝川 富士宮東 ＯＦＣ B(2) 10:05 富丘 － 黒田 大富士 プログレッソ

A(3) 10:40 富士宮東 － 富士根南 大宮 芝川 B(3) 10:40 リベルダージ － 矢立ＦＣ 富丘 黒田
A(4) 11:15 ＯＦＣ － 大宮 富士根南 富士宮東 B(4) 11:15 大富士 － 富丘 リベルダージ 大富士

A(5) 11:50 芝川 － 富士根南 ＯＦＣ 大宮 B(5) 11:50 プログレッソ － リベルダージ 矢立ＦＣ 富丘
A(6) 12:25 － B(6) 12:25 黒田 － 矢立ＦＣ プログレッソ リベルダージ

A(7) 13:00 富丘 － プログレッソ 芝川 富士根南 B(7) 13:00 大富士 － リベルダージ 黒田 矢立ＦＣ
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         第２日目［５月２０日(日)］

       Ａブロック　［ふじざくらA　(当番：根南）］１５－５－１      　Bブロック　［ふじざくらB　(当番：リベ）］１５－

NO ｷｯｸｵﾌ 対　　戦 主審 予備審 NO ｷｯｸｵﾌ 対　　戦 主審 予備審

A(1) 09:30 富士宮東 － 大宮 富士根南 ＯＦＣ B(1) 09:30 大富士 － 黒田 リベルダージ プログレッソ

A(2) 10:05 ＯＦＣ － 芝川 富士宮東 大宮 B(2) 10:05 プログレッソ － 矢立ＦＣ 大富士 富丘

A(3) 10:40 大宮 － 富士根南 ＯＦＣ 芝川 B(3) 10:40 富丘 － リベルダージ プログレッソ 黒田

A(4) 11:15 富士宮東 － 芝川 大宮 富士根南 B(4) 11:15 大富士 － 矢立ＦＣ 富丘 リベルダージ

A(5) 11:50 ＯＦＣ － 富士根南 芝川 富士宮東 B(5) 11:50 プログレッソ － 黒田 ⑪ 大富士

A(6) 12:25 － B(6) 12:25 富丘 － 矢立ＦＣ 黒田 プログレッソ

B(7) 13:00 黒田 －
リベルダージ 富丘 矢立ＦＣ

優勝

11:50
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11:15

10:30 10:00

Ａ１位 B２位 A２位 Ｂ１位

　　　　［未定(当番：A１位）］１５－５－１５分

NO ｷｯｸｵﾌ 対　　戦 主審 予備審

A(1) 09:30 A1位 － B2位 B1位 A2位

A(2) 10:05 B1位 － A2位 A1位 B2位

A(3) 10:40

A(3) 11:15 A(1)負 － A（2）負 A(1)勝 A(2)勝

第３日目[５月２７日(日）]

第３日目　　　　[５月２７日(日）]


