
CRESCER CUP
1年生大会　大会実施要項

担当： 米山・北村
☆名　　称 クレッセルカップ 2018 1年生大会

☆主　　催 海老名フットサルアリーナ　クレッセル

☆対象学年 1年生以下

☆住　　所 神奈川県海老名市社家1131　『海老名みなみ幼稚園』横

☆開催日時 2018年3月24(日) 10:30～16:30

☆参加チーム FC小田原(小田原市)、柏ヶ谷FC(海老名市)、東海ブレッズ(秦野市)
緑野FC(大和市)、松延SC (平塚市)クレッセル 計6チーム

☆試合時間 前後半7分　ハーフタイム2分

☆試合形式 6チーム参加による3チームずつに分けてのグループリーグ制

グループリーグにおける得点方法は【勝ち：3点.引き分け：1点、負け：0点】とし、
同じ勝ち点の場合は以下の順で勝敗を決定致します。

(A)得失点差　(B)総得点　(C)当該チーム間の対戦成績　(D)総失点

※上記(A)～(D)が全て同じ場合は3名によるPK戦を行い、勝敗を決める。
4人目からはサンドンデスとなります。

☆試合人数 5名（内１人はゴールキーパー）
選手交代は自由（再出場可能）とする。メンバー表、
選手交代表は使用しない。

☆コー ピッチサイズは34m×15

☆参 加 費 6000円

☆審判担当 審判は1人制とし、各チームから1名審判をお願い致します。
審判服の着用は不要です

☆試合規定 ボールは4号検定球(サッカーボール)を使用する。

☆服装 チームで統一されたユニフォームを1色用意して下さい。
他のチームと色が重なった場合はビブスで対応致します。

すね当ては原則着用。

スパイクは禁止。ポイントの無いフットサルシューズ、
またはトレーニングシューズをご用意お願い致します。

☆表　　彰 優勝チームにトロフィーを授与致します。

また各チームより監督・コーチよりMVPを選出いただき、表彰致します。

☆傷害保険 本大会参加者は、各チームの責任において全員スポーツ傷害保険に加入する事。
大会主催者は、試合中の障害等事故による責任は一切負わないものとする。

☆注意事項 ・コート内以外でのボールを使ってのウォーミングアップは
近くに水路などがあることから禁止致します。ボールの持ち込みは禁止。
・近隣が住宅地となっておりますので、路上駐車は禁止致します。
駐車場の台数が限られているので1チーム3台までとさせて頂きます。

・本大会に関わる全てのトラブルに対する責任は一切負わないものとする。

※盗難、駐車場における事故等々。

＊大会結果・写真等をホームページ等に利用させていただくことがございます。

予めご了承ください。

クレッセル フットサル大会　ローカルルール
敷地外(駐車場や道路)でのウォーミングアップは厳禁です！

1）キックイン
・キックインからの直接ゴールは出来ない。

・守備側チームの競技者はキックインする地点から3m離れる。
・キックオフシュートは無効とする。
・ライン上にボールを完全に静止した状態で行います。
　静止していない状態で行った場合は相手ボールとなります。

・蹴ったボールがコート内に入らず、出てしまった場合は、1回目やり直し、2回目は相手ボールとなります。

・4秒ルールは採用しませんが、審判の方は早く再開するように促す事。
2）反則

・基本的にサッカー競技規則に準ずる。

・反則のあった場所からフリーキックが与えられ、壁はボールから3m離れる。
・ペナルティーエリア内で守備側選手が直接フリーキックに相当する反則をした場合はすべて
　ペナルティーキックを与える。

　この時守備側選手は、ボールの後方でかつ3m以上離れる。
・ペナルティーエリア内で守備側選手が間接フリーキックに相当する、
　反則をした場合は、その地点から最も近いペナルティーエリアライン上から攻撃側に、
　間接フリーキックが与えられる。

3) 天井のネットに触れた場合
・天井のネットに当たった場合は、当てたチームと逆のチームボールとなり、
　当った場所の近くのサイドラインから、キックインで再開とする

4）ゴールキーパーのプレー

・ゴールクリアランスはハーフラインを越えてもOKインプレー中にキャッチした場合は
　パントキックも可。

5）ゴールキーパーへのバックパス
・狭いコート内でのパス回しによる、技術向上を図るのが目的の為、
　フットサルのバックパスのルールは採用せず、サッカーと同じルール。

6）オフサイドルールは適用しません。

7)ハーフタイムでベンチの位置を交換します。

8)決勝トーナメント時の引き分け

・5分1本のVゴール方式を行い、それでも勝敗がつかない場合は、

　3人によるPK戦を行い、勝敗を決めます。4人目からはサンドンデス。

☆　諸　注　意　☆
・雨天の場合

原則雨天決行です。しかし雷を伴う激しい雨等、主催者が中止と判断する場合は、
午前7時までにチーム担当者にご連絡させて頂きます。　

また雨避けする場所はございませんので、タープや雨避けになるものは各自でお持ちください。

・集合並びに解散
集合時間　各自ウォーミングアップの時間までに受付を終了して下さい。　解散時間　16:30予定

当日は10時前のご来場はご遠慮ください。
・駐車台数・位置厳守

駐車台数は1チームにつき3台とさせて頂きます。
大会当日は定められた駐車スペースへの駐車をお願い致します。

・試合結果
各試合とも主審は、本部に試合結果の報告をお願い致します。

・選手及び観戦者待機場所
各チームの待機場所をマーキングしておりますので、該当エリアをご利用ください。

・喫煙場所
当施設内の決められた場所での喫煙をお願い致します。

上記の他にご不明点がございましたら、お聞きいただければと思います。

当日はよろしくお願い致します。

海老名フットサルアリーナ クレッセル 代表 米山 隼
海老名フットサルアリーナ クレッセル

〒243-0424 神奈川県海老名市社家1131 TEL 046



チーム名 緑野ＦＣ 松延ＳＣ 柏ヶ谷ＦＣ 勝点 得失差 順位 チーム名 東海ﾌﾞﾚｯﾂﾞ ＦＣ小田原 クレッセル 勝点 得失差 順位

- -

グループＡ グループＢ

- -

-

緑野ＦＣ

松延ＳＣ

柏ヶ谷ＦＣ

-

--

--

東海ﾌﾞﾚｯﾂﾞ

ＦＣ小田原

クレッセル

--

B組　１位B組　３位 A組　２位A組　1位 B組　２位 A組　３位

優勝

① ②

③ 　　④

⑤

⑥



10:30 ＆

10:45 ＆

11:00 ＆

審判

11:20 ＶＳ クレッセル

11:40 ＶＳ 松延SC

12:00 ＶＳ FC小田原

12:20 ＶＳ 緑野FC

12:40 ＶＳ 東海ブレッズ

13:00 ＶＳ 柏ヶ谷FC

13:20 ＶＳ B組１位

13:40 ＶＳ A組１位

14:00 ＶＳ ②の敗者

14:20 ＶＳ ①の敗者

14:40 ＶＳ ③の敗者

15:00 ＶＳ 5位決定戦の敗者

15:20 ＶＳ 5位決定戦の勝者

15:45

＊開会式は行いませんので、各チームウォーミングアップの時間までにお越し下さい。

＊試合形式　5人制

＊試合は前後半7分ハーフタイム2分で行います。時間通り進められるように試合時間の確認をお願い致します。

＊コート内以外でのウォーミングアップは行えません。　敷地外は厳禁です。

＊スパイクの使用は禁止です。トレーニングシューズ、フットサルシューズのご使用をお願い致します。

＊赤字のチームから審判を1名出して下さい。審判をされた方は試合終了後、本部まで結果報告をお願いします。

＊審判の割り振りに関しましては、当日変更となる場合がございますので、ご承知おきください。審判服の着用は自由です。

＊リーグ戦の最終戦のチームがトーナメントの1回戦の場合は公平を期する為、1試合分空ける場合がございます。

＊車は各チーム3台まででお願い致します。2チーム出場する場合は6台まで可能です。

＊開場時間は10時以降となります。10時まで他学年が練習を行っている為、厳守でお願い致します。

＊基本的には雨天決行です。雨避けする場所はございませんので、タープや雨避けになるものをご持参ください。

＊雷を伴う、激しい雨などにより、止むを得ず中止の場合は当日の午前7時までに下記の番号よりご連絡させていただきます。

表彰式＆閉会式

決勝トーナメント　　　　　　2
回戦④ B組１位

第11試合

第8試合 決勝トーナメント

1回戦②

第9試合 決勝トーナメント　　　　　　2
回戦③ A組１位

①の敗者５位決定戦 ②の敗者

④の敗者

第13試合 優勝決定戦 ③の勝者

B組３位A組２位

①の勝者

②の勝者第10試合

第6試合 グループB

柏ヶ谷FC

第7試合 決勝トーナメント　　　　　　1
回戦① B組２位

クレッセル FC小田原

A組３位

第5試合 グループA

第1試合 グループA 緑野FC

　海老名フットサルアリーナクレッセル　代表　米山　隼

海老名フットサルアリーナクレッセル

〒243-0424 神奈川県海老名市社家1131
TEL 046-205-5539 HP http//e-crescer.com

グループB 東海ブレッズ クレッセル

第2試合 グループB 東海ブレッズ

第3試合 グループA

第4試合

FC小田原

緑野FC

松延SC

3.24 クレッセルカップ　1年生大会スケジュール

④の勝者

第12試合 ３位決定戦

緑野FC

柏ヶ谷FC

FC小田原

松延SC

東海ブレッズ

クレッセル

ウォーミングアップ

ウォーミングアップ

ウォーミングアップ

③の敗者

柏ヶ谷FC

松延SC


