
1 趣旨 サッカー大好き少年、少女をふやし、チーム間の親睦を深める。

2 主催 上南サッカークラブスポーツ少年団

3 協賛 スポーツ カムイ 

4 期日 2022年11月23日（水）　「勤労感謝の日」

5 会場 相模原市麻溝公園スポーツ広場　D面グランド

6 参加チーム 以下の４学年で実施します。

　　１年生以下　５チーム　　(15時40分から表彰式）

　　２年生以下  ５チーム  (15時40分から表彰式）

　　３年生以下  ５チーム　  (15時40分から表彰式）

　　４年生以下  ５チーム　  (15時40分から表彰式）

7 参加費用 １つの学年につき￥１０，０００-　

8 表彰 優勝・準優勝・３位に表彰状とトロフィーを授与。

尚、当日は各学年ごとにサポートを付けさせていただきます。
消毒や試合の予告などをお手伝いさせていただきます。
また、各学年担当の上南イレブンが担当ﾁｰﾑの優秀選手を1名選出し、メダルを授与。

9 試合方法 前後半無しの15分１本　　参加全チームとの２回戦の総当り。（全８試合）

※詳細は別紙の「対戦表」をご参照ください。

試合開始 試合ごとのコイントス（ジャンケン）により勝ったチームがキックオフかエリアかを
自由に選択。

順位決定 勝点制度による順位決定（勝ち　３点、引き分け　１点、負け　０点）
　 勝点の多いチームを上位とし、勝点が同じ場合は、

全試合の得失点→全試合の総得点→該当チーム間の成績→該当チーム間のみの総得点
→該当チーム間のみの得失点→チームキャプテンのじゃんけんにより決定。

　
審判 各参加チームのご協力をお願いします。（別紙ご参照ください。）

審判は二審制。（審判服の着用をお願いします。）
※アディショナルタイム無しで進行をお願いします。

給水 給水タイムは試合中に設けません。

(Ｄ) コート
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(Ａ) コート

(Ｂ) コート

(Ｃ) コート

nenn



10 競技規則
試合時間 (Ａ)・(Ｂ)コート　１・２年生の部 １５分×１本

(Ｃ)・(Ｄ)コート　３・４年生の部 １５分×１本

競技者の数 　６人制　（GK含む）

ボール 公認４号球。（各チームで試合時にお持ち寄りください。）

選手交代 自由無制限。（ＧＫ以外は試合を中断することなく交代エリアにて自由に交代可とします。）

ユニフォーム 正副２色を用意してください。（副はビブスでも構いません。）

オフサイド 適用しません。

キックイン スローインに代わるものでタッチライン上から静止したﾎﾞｰﾙをｷｯｸする。（走りこんでも良い。）
キックインからの直接ゴールは認めません。（相手のゴールスローから再開します。）
ボールがタッチライン上にあればキックインの際に軸足がフィールド内に入っても良い。

遅延行為 厳密なキーパーの6秒・キックインの４秒ルールは適用しません。

その他  *ゴールキック、キーパーの持ち蹴りは無し。スローでお願い致します。

持ち蹴りをした時はキーパーからのやり直しで再開して下さい。
ＧＫからのボール（ゴールスロー）が直接ハーフウェイラインを越えても構いません。
直接相手ゴールに入った時は相手ゴールスローで再開します。

ＰＫ、ＦＫ、ＣＫ、キックインで離れなければならない距離は５mとします。

* 以下は基本的にサッカー規則に準じます。　　【反則と不正行為】

特別ルール 　３年生・４年生のみに適用「上南ジュニア杯特別ルール」

得失点に味方GKを除く攻撃側の全員が相手陣営に入っているときのみ得点を認める。
失点時に相手陣内に味方選手が一人でも残っている場合には１ゴールにつき２失点とする。
得点が認められない場合のプレー再開はゴールスローとする。

　 例  《得点時》　　自陣にGK以外の味方選手が残っている時 →　　ノーゴール
 《得点時》　　自陣に相手選手が残っている時 →　　２得点
 〈失点時〉　　相手陣営に味方選手が一人でも残っている時→　　２失点
 〈失点時〉　　相手陣営に相手GKを除く相手選手が残っている時→　　ノーゴール
得点・失点時にお互いの選手が残っている時 →　　ノーゴール

全員で攻撃し、全員で守りましょう！！

11 その他 雨天の場合、荒天でなければ基本的に実施します。
開催中に落雷の危険が発生した時は大会本部の指示に従って下さい。（車に避難・中止）
中止の場合は当日、午前５時３０分以降にご連絡差し上げます。
開場時間は午前７時１５分からになります。
お車は各チーム６台まで(応援車含む）でお願いします。（別途「会場案内」をご一読ください）

12 お願い 選手達の「判断」を尊重しましょう!!
選手達が自分の目線で見て、考えて、プレーをする事。
サッカーはこれが何よりも楽しく、そして大切な事です。
試合中は外からの声で、選手自身の「判断」を迷わせないようにしましょう。
※ベンチ又はベンチ外のコーチや応援父兄のサイドコーチングが著しく激しい場合、
退席をお願いする事がありますので、ご理解ください。

13 ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策 ガイドラインをご参照願います。
尚、緊急事態宣言が発令された場合は、大会を中止いたしますことをご了承ください。



4年 Dコート

№ キックオフ 主　審

8:00

1 8:30 上南 vs 六会湘南台 鑓水

2 8:50 大沢 vs 松延 上南

3 9:10 六会湘南台 vs 鑓水 大沢

4 9:30 上南 vs 大沢 六会湘南台

5 9:50 松延 vs 鑓水 上南

6 10:10 大沢 vs 六会湘南台 松延

7 10:30 松延 vs 上南 大沢

8 10:50 鑓水 vs 大沢 松延

9 11:10 六会湘南台 vs 松延 鑓水

10 11:30 鑓水 vs 上南 六会湘南台

11 12:15 松延 vs 鑓水 上南

12 12:35 大沢 vs 六会湘南台 松延

13 12:55 鑓水 vs 上南 大沢

14 13:15 松延 vs 大沢 鑓水

15 13:35 六会湘南台 vs 上南 松延

16 13:55 大沢 vs 鑓水 六会湘南台

17 14:15 六会湘南台 vs 松延 大沢

18 14:35 上南 vs 大沢 六会湘南台

19 14:55 鑓水 vs 六会湘南台 上南

20 15:15 上南 vs 松延 鑓水

15:40

鑓水 六会湘南台 松延 上南 勝ち点 総得点 得失点 順位

上南

試　　　　　　合 副　審

開　　　会　　　式

松延

鑓水

六会湘南台

六会湘南台

上南

鑓水

大沢

大沢

松延

昼　食　休　憩　時　間

六会湘南台

閉会式・表彰式

大沢

松延

六会湘南台

鑓水

上南

松延

大沢

大沢

六会湘南台

鑓水

松延

上南

鑓水

上南

大沢


