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第 50 回記念 徳島県サッカー少年団大会 

 

◇大会の開催が中止される可能性があります。 

 

大 会 要 項  

1. 名 称   第 50 回記念徳島県サッカー少年団大会     

2. 主 催   一般社団法人 徳島県サッカー協会、一般社団法人 徳島新聞社、四国放送株式会社、 

公益財団法人 徳島県スポーツ協会 徳島県スポーツ少年団  

3. 協 賛  コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 

4. 協 力   株式会社モルテン 

5. 開催期間 令和 5 年 5 月 6 日、7 日、13 日、14 日、20 日、21 日、27 日、28 日（決勝） 

6. 開催場所 徳島市球技場、ワークスタッフ陸上競技場 (徳島市陸上競技場)、JA アグリあなん陸上競技場、 

 

7. 参加資格 次の要件を満たしていること。 

      【少年・少女の部共通】 

（1）参加する選手は健康であり、必ず保護者の同意のある者でなければならない。 

    （2）１登録チームより複数のチーム（最低登録人数 8 名）が出場することができる。 

      （3）JFA 公認コーチ資格（D 級以上）が参加の各チームに 1 名以上在籍すること。 

※ただし、「女子合同チーム」の指導者は他チームの指導者と重複しても構わない。 

（4）参加するチームは、チーム毎にフィールドプレイヤー及びゴールキーパーの正、副のユニ

フォームを保有し、試合当日には必ず両方のユニフォームを会場へ持参しなければならな

い。 

 

      【少年の部】 

（1）（公財）日本サッカー協会に加盟登録しているチームで、同協会に登録している 3 年生から

6 年生までの 16 名以内の選手で編成したチームであること。 

（2）2023 年度スポーツ少年団登録指導者および団員であること。 

（3）2023 年度スポーツ安全保険に必ず加入していること。 

 

      【少女の部】 

       ◇少女の部の参加資格については、以下の条件および別紙「女子選手限定の大会について」を

参照。 

      （1）（公財）日本サッカー協会に加盟登録しているチームで、同協会に登録している 1 年生から

6 年生までの 16 名以内の選手で編成したチームであること。 

      （2）合同チームを構成するにあたり、各郡市協会（地域単位）傘下のチーム所属選手で合同チ

ームを構成することを基本とし、参加人数に満たない場合は近隣の郡市協会と合同でチー

ムを構成してください。 

      （3）必ず参加チーム単位でのスポーツ安全保険への加入を義務づける。 
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      （4）「女子合同チーム」に限り特別にビブス着用での試合を認めるものとするが、ショーツ、ソ

ックスは色を揃えること。 

      （5）【少年の部】へ参加するチームの女子選手は、正式な移籍手続きを伴わず、「女子単独チー  

         ム」または、「女子合同チーム」へ重複して参加申込みすることを認める。ただし、試合時 

         間、日程の配慮などは一切行いません。 

※参加資格に関する問い合わせ先 4 種事務局 森 080-2970-9691（tfa4jimu@gmail.com） 

8. 参加料  1 チーム 8,000 円（税込み） 

9. 申し込み 3 月 18 日（土）までに【kickoff システム】から大会参加のエントリーを行うこと。 

大会時の選手チェックは kickoff システムから印刷した「大会参加申込書」を利用致しますの

で、各チームで印刷し、大会本部へ提出してください。 

※「女子合同チーム」を希望される場合は、別紙「合同チーム申請書」を 4 種事務局へ提出して

ください。 

※選手名鑑へ掲載するデータは 3 月 18 日の締め切り時点のデータで作成致します。受付期間内

での差し戻し（修正）は受け付けできませんのでご注意ください。締め切り日以降の選手名鑑

データの修正は一切できません、締め切りまでに修正が必要なチームは 4 種事務局までお問い

合わせください。 

10. 組み合せ 抽選会は実施しない。 ※県協会による電子抽選により決定 

       抽選結果は徳島新聞紙面および徳島県サッカー協会 HP にて発表する。 

11. 競技形式 トーナメント形式による。 

12. 競技規則（公財）日本サッカー協会発行の最新版「８人制サッカー競技規則」による。ただし、本大会競

技会規定を優先するものとし、その他は最新版「サッカー競技規則」に準じる。    

13. 競技規定（1）試合開始予定時刻の 30 分前までに、大会本部で選手チェックを完了してください。     

※選手証は必要ありません。 

（2）競技のフィールドは、最大 68ｍ×50ｍとする。 

（3）ボールは、４号球を使用する。       

（4）競技者の数：8 名 

     ①試合開始時の最低人数は 6 人以上とし、それ未満は認めない。また、試合中に競技者が 

5 人以下になった時点で試合は中止となり、相手チームの勝利とする。 

②ベンチ（テクニカルエリア）に入ることができる交代要員の数は 8 名以内とし、チーム 

役員（原則、JFA 公認コーチ D級以上を保有する 18 歳以上の者）は 3 名以内とする。 

メディカルスタッフ（医師・看護師・准看護師・救急救命士の有資格者）はチーム役員

の３名以外に追加で１名ベンチ入りすることができる。メディカルスタッフはベンチ入

りスタッフ３名に含めても構わないが最大２名までとする。メディカルスタッフがベン

チ入りした場合、最大で４名の役員がベンチに入ることになる。 

③交代は、交代ゾーンよりインプレー中、アウトオブプレー中に関わらず行うことができ、

主審の承認を得る必要はない（自由な交代）。ただし、負傷で退く場合は、主審の承認を

得てどこからフィールドを離れても構わない。ゴールキーパーの交代は、ボールがアウ

トオブプレーになったとき主審に通知して交代すること。また、交代して退くゴールキ

ーパーは、境界線の最も近い地点からフィールドの外に出なければならない。 

（5）競技者の用具 
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ユニフォームは、（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」によるものとし、「別

紙 1 ユニフォーム規程（HP 掲載）」により補足するものとする。※合同チーム以外の競技

者がビブスを着用することは認めない。 

①本競技会に登録した正・副 2 組のユニフォーム（シャツ、ショーツ及びソックス）を試

合会場に持参し、いずれかを着用しなければならない。 

②正・副の 2 色については明確に異なる色とする。 

③審判員は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判別しがたいと判断し

たときは、両チームの立ち会いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決

定する。 

④前項の場合、審判員は、両チームの各 2 組のユニフォームのうちから、シャツ、ショー

ツ及びソックスのそれぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定することができる。 

⑤ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、

ソックスと同色でなくても良い。 

⑥アンダーシャツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを着用する。 

⑦アンダーショーツおよびタイツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のも

のを着用する。 

⑧ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）については、正の他に副として、正と色

彩が異なり判別しやすいユニフォームを参加申込書（WEB 登録）の際に記載し、各試合

に必ず携行すること（FP・GK 用共）。 

⑨シャツの前面・背面に参加申込の際に登録した選手番号を付けること。ショーツの選手

番号についてはつけることが望ましい。 

⑩選手番号については、参加選手ごとに大会に登録されたものを使用する。 

（6）試合時間 

 ①試合時間は、30 分（前後半 15 分）とする。ただし、決勝戦、三位決定戦のみ 40 分 

（前後半 20 分）とする。   

②ハーフタイムのインターバルは 5 分以内。 

③同点の場合は、ペナルティーキック方式（3 人ずつ）により勝敗を決する。 

ただし、決勝戦・三位決定戦は、10 分（前後半 5 分）の延長戦を行い、なお勝敗が決し

ない場合、ペナルティーキック方式（3 人ずつ）により勝敗を決する。 

（7）主審又は大会本部の判断により CoolingBreak 又は飲水タイムを取る。 

（8）懲罰 

①退場処分を受けた選手は、大会期間中の次の１試合は出場できない。 

以降の出場については、大会規律委員会で協議し県規律裁定委員会が決定する。 

消化できなかった出場停止処分については、県規律裁定委員会で決定する。 

②本大会において、警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。 

ただし本大会の警告及び累積警告による出場停止については、後の大会へ持ち越さない。 

③本大会の規律委員長は 4 種委員長とし、委員については委員長が決定し、円滑で公正な 

競技が遂行できるように指導助言を行う。また、規律に違反した者に対して適切な 

処置ならびに処分を検討する。 

（9）審判は、3 名又は 4 名で行う。各チームは試合後に副審を担当する。 

主審（県協会より 1 名）・副審（前試合終了チームより各 1 名） 
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14. 表 彰   （1）少年の部優勝チームに優勝旗・さわやか杯、準優勝チームに準優勝杯、三位チームに三位

楯を贈呈する（旗、杯、楯は持ち回り）。また、優勝以下三位までのチームにそれぞれ金、

銀、銅メダル、四位までのチームに表彰状ならびに副賞を贈呈する。 

（2）少女の部の優勝チームに優勝杯、準優勝チームに準優勝杯を贈呈する（杯は持ち回り）。

また、両チームにそれぞれ金、銀メダル及び表彰状ならびに副賞を贈呈する。  

（3）フェアプレー賞に該当するチームを選出し、トロフィーを贈呈する。 

（4）参加選手全員に参加賞を贈呈する。 

（5）第 50 回を記念して、少年の部（得点王賞）、少女の部(最優秀賞)を設け、副賞を贈呈する。 

 

15. 参加同意・個人情報および肖像権使用についての同意 

       （1）大会参加にあたり、主催者の運営方針に賛同できる方。大会期間中に何らかの不適切な対

応があった場合、次年度以降の参加を見送る。 

（2）開催にあたり、報道関係者が、写真・映像を撮影することがある。撮影された写真・映像

のほか氏名などが、次に使用されることがある。 

 ①徳島県サッカー協会制作物(広報・関連資料等)、②徳島新聞(選手名鑑、新聞記事、WEB

写真館、インターネット配信、SNS 関連等)、③四国放送(決勝戦 TV 中継、ニュース等)、

③スポーツ少年団(報告書等) 

 

16. その他   （1）大会中の負傷については、選手または各チームの責任において処置すること。 

（2）選手チェック時に、指導者ライセンスおよび審判ライセンスのチェックを受けて下さい。 

メディカルスタッフは資格の写し（コピー、写真など）を提示しチェックを受けてくださ

い。 

※審判員は、審判服（シャツ、ショーツ、ソックス）、胸章を着用すること。 

（3）学校行事などで試合が消化できない場合は、大会日程に支障のないよう、当該チームの責  

任で原則別途消化してください。 

 ※４種事務局へ試合の日程を事前に報告し、試合結果を速やかに連絡すること。 

（4）ベンチ（テクニカルエリア）には、登録された選手･チーム役員のみが入ることができる。 

（5）決勝戦は、四国放送より実況放送をする予定です。また、一部試合をインターネット配信 

する場合があります。 

（6）エントリー選手の追加・訂正については、可能な限り大会が開幕するまでに、kickoff シ

ステムで実施するようお願い致します。最終変更受付けは各チームの初戦日までとする。

それ以降は一切受理できません。  

（7）正当な理由が無い場合の、日程変更、棄権または不参加は認めない。  

（8）会場内外での喫煙に十分配慮し、吸い殻は絶対に捨てないこと。 

（9）空き缶等のゴミは全てチームの責任において必ず持ち帰ること。 

（10）天候不良により、中止、順延等の日程変更の可能性があることを予めご了承ください。 

（11）同一少年団で 2 チーム参加する場合、A・B の省略は認めない。 

適切なチーム名をつけること。 

（12）組み合わせ発表後に移籍（申請）した場合は、本大会に出場できない。（県外からの移籍
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を除く）複数チーム内での選手入れ替えも認めない。 

（13）新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります。その場合は徳島新聞 

電子版、徳島県サッカー協会ホームページにてご案内いたします。 

（14）他の大会と同様にコロナウイルス対策を実施予定です。 

※全選手名鑑と参加賞については 4 月 25 日（火）以降、最寄りの徳島新聞販売店にて配付い

たします。1 冊 1,800 円（税込み）。 

 


