
◇大会の開催が中止される可能性があります。 第2稿

1. 大 会 名 称 第８回　徳島県 U-10サッカー大会

2. 主 催 一般社団法人 徳島県サッカー協会

3. 開 催 日 2023年4月8日、9日、15日、16日、22日、23日、5月28日（予備日）

※参加チーム数により日程追加の可能性有り

4. 会 場 徳島市球技場（徳島市入田町安都真220番地）

ヨコタ上桜スポーツグラウンド（吉野川市川島町桑村607-23）

JAアグリあなん 陸上競技場（阿南市桑野町桑野谷34番地1）

5. 参 加 資 格 1） 令和５年度 日本サッカー協会第４種に加盟登録したチームであること。

参加選手は加盟チームに所属する選手であり、2013年4月2日～2017年4月1日の出生者であること。

（令和５年度の小学1年生以上で、最低登録数8名以上)

2） 登録チームより複数のチームが出場できる。（登録人数8名～16名）

3） スポーツ安全保険に加入していること。

4） 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。

※複数チーム参加の場合は、チーム数以上の有資格指導者を登録すること。

5） 参加する選手は健康であり、且つ保護者の同意を得ること。

6） 各参加チーム毎にフィールドプレーヤーならびにゴールキーパーの正副ユニフォームを保有し、

試合当日に必ず正副のユニフォームを持参しなければならない。

7） 選手の移籍は申し込み締め切り日までに手続きが完了していなければ、エントリーの受付けはできません。

6. 競 技 形 式 ８人制トーナメント　ノックアウト方式とする。　

7. 競 技 規 則 競技規則は、（公財）日本サッカー協会「 ８人制サッカー競技規則 」による。

8. 競技会規定 1） 試合開始30分前までに大会本部にて、選手証によるチェックを完了してください。

選手証は、大会参加申込書およびWeb選手証でも可。

※選手証、大会参加申込書のいずれも、写真が鮮明でない場合には受付できません。

2） 試合時間は、30分（前後半15分）とする。

ハーフタイムのインターバルは5分以内とする。

なお勝敗が決しない場合はＰＫ方式により、勝者を決定する。ただし、決勝、三決のみ10分（前後半5分）

の延長戦を行い、勝敗が決しない場合はＰＫ方式により勝者を決定する。

3） フィールドは最大、50ｍ×68ｍとする。

4） 審判は3名又は4名で行う。※各チームは試合後に副審を行う。

　主審1名（県協会）　　副審2名（前試合終了チームより各1名）

5） 競技者の数：8名　（1チームの選手登録は8名以上とし最大16名まで）

①試合開始時の最低人数は6名以上とし、それ未満は認めない。また、試合中に競技者が5名以下

　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
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　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。

※ベンチ入りは登録されたチーム役員および選手に限る。

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、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。

　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。

※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よい。

6） 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参照）により補足するものとする。※競技者のビブス着用は認めない。

7） 試合球は、モルテン社製　少年用4号球を使用する。

8） 懲罰

①本大会において、退場を命じられた競技者は、次の１試合に出場できない。

　出場停止試合数については大会規律委員会において協議のうえ、徳島県サッカー協会規律裁定

　委員会が決定し別途通知する。

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. 参 加 料 8,000円/1チーム　（実施が確定したのち支払いの案内を致します。）

必ずチーム名を書き加えてください。複数チームの場合はチーム名の後に数字（チーム数）を記入。

銀行名：阿波銀行　　支店名：福島支店　　　普通預金口座番号：１２３８４５０

口座名義：　シヤ）トクシマケンサツカーキヨウカイ

10. 表 彰 優勝チーム 賞状・杯・金メダル（12名分）

準優勝チーム 賞状・杯・銀メダル（12名分）

第三位チーム 賞状・杯・銅メダル（12名分）

第四位チーム 賞状・楯

11. 申 し 込 み 3月18日（土）までに【kickoffシステム】から申し込むこと。※3月上旬受付開始予定。

・複数チーム参加の場合は事前に、e-mailにて参加チーム数の連絡をお願いします。

e-mail : tfa4entry@gmail.com

12. 組 み 合 わ 実施しない。

せ 抽 選 会 ※県協会による電子抽選により決定

13. 特 記 事 項 1） 試合中に発生した負傷等は、全て団員または所属する団の責任において治療するものとする。

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。

※主審、副審については審判服（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の日程に支障がある場合は、原則別途消化とする。

※別途試合を行う場合は、必ず４種事務局まで連絡し許可を得ること。

4） 正当な理由なくして試合の不参加、また棄権は認めない。

5） 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。



6） 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。

7） 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。

8） ７回大会の優勝、準優勝、第三位チームは、大会初戦の日に杯の返還をお願いします。

9） 徳島県サッカー協会の事業に関して、「徳島サッカー年鑑」へ個人・グループ単位での写真を

掲載させて頂く場合があります。個人情報保護に努め、「徳島サッカー年鑑」以外には使用

致しませんので、ご協力頂けますようお願い致します。

10） 各チームで「大会参加申込書」を印刷し、試合の初戦日に大会本部へ提出してください。

11） エントリー受け付け後の選手、指導者の追加は受付しますが、原則、背番号の変更は受付の対象外。

11） コロナウイルス感染拡大の状況により、無観客、大会中止となる場合があります。

14. 駐車について 1） 徳島市球技場

　徳島市球技場の正門から第一駐車場間の道路への路上駐車は、平成23年度より事故

等防止のため駐車禁止の通達があり、駐車することはできません。

徳島市球技場へ駐車できるのは、各チーム８台までとする。

許可証は、協会ＨＰよりダウンロードしてください。また、許可証は車外から目視しやすい

ダッシュボード上へ置いてください。

2） ヨコタ上桜スポーツグラウンド

　本会場で競技会が開催された際には、施設内駐車場を使用すること。

　また、路上への駐停車は事故や緊急車両の通行に支障となるため注意してください。

　路上への駐停車によりトラブルとなったチームは、来場を制限します。

3） JAアグリあなん 陸上競技場

　本会場で競技会が開催された際には、施設内駐車場を使用すること。

　また、路上への駐停車は事故や緊急車両の通行に支障となるため注意してください。

15. 問い合わせ 問い合わせ先：　４種事務局　森 誠二 （事務局専用：080-2970-9691）　e-mail:tfa4jimu@gmail.com



「別紙 1」 2021 年 3 月

ユニフォーム規程（補足） 

2020 年 3 月 18 日付けＪＦＡより「選手の用具に関する運用緩和について」通達を

うけ、全日本選手権の要項に準じ、ユニフォーム規定（補足）を修正致しますのでご

確認ください。 

  徳島県大会は、日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に準じる。 

  ただし、この補足は大会要項の一部であり、日本サッカー協会「ユニフォーム規

程」より優先する。 

1. 背番号（胸番号等含む）は、１つの番号を１人の競技者で登録すること。 

2. 試合中に競技者がビブスを着用することは認めない。ベンチに入る交代要員は、試

合に使用している各チームのユニフォーム（シャツ）の色彩と異なるビブス又はジ

ャージ等を着用すること。 

3. アンダーシャツを着用する場合は、アンダーシャツの袖の色がシャツの袖の主たる

色と同じでなければならない。シャツが縞模様等であり、各色の比率が概ね同じ場

合は、チームでいずれかの色で統一すること。左右非対称の袖の場合は、それぞれ

の袖の主たる色と同色でなければならない。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こと。

4. アンダーショーツ又は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

ものを着用すること。 

5. ソックスの外部にテープ又は同様な材質のものを着用する場合、着用する部分のソ

ックスの色と同じでなくても良い。足首などに着用されるサポーター類も同じ色で

なければならない。（膝のサポーターは除く。） 

6. 試合中にゴールキーパーがフィールドプレーヤーとして試合に参加する場合は、同

じ登録番号の付いたフィールドプレーヤー用のユニフォーム（シャツ、ショーツ、

ソックス）を着用すること。 

7. 試合中にフィールドプレーヤーがゴールキーパーとして試合に参加する場合は、他



の競技者と異なる色彩かつ同じ登録番号の付いたユニフォーム（シャツ）を着用す

ること。ただし、ＧＫの負傷退場などにより、緊急にＦＰがＧＫに代わる場合につ

いては、他の競技者等と区別できる色の服装であるならば、その競技者の番号が異

なるものとなってもやむを得ない。 

8. 試合が同点で終了し、ペナルティーキックで勝敗を決する際にフィールドプレーヤ

ーがゴールキーパーとなる場合は、他の競技者と区別の付く色のユニフォーム（シ

ャツ）を着用すること。また、同じ登録番号の付いたシャツであること。 

ユニフォームを着替えることなく、ＧＫを務めることを認める。 

（徳島県 4 種が運営する県大会のみの特別規則） ※競技規則に変更は無い。 

９．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。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、ショーツおよ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。

【ユニフォームの色彩】 

正・副の４セットの色については、明確に異なる色とする。

  ユニフォームのデザイン、ロゴ等は徐々に変更されることがあり、メーカーのラ

イン色やロゴデザインの変更に伴い同じものが製作、準備できない場合は類似品で

構わない。経年劣化に伴う濃淡の違いも同系色であれば構わない。 

※次のような同系色は、緩和に伴い速やかに変更をお願いします。 

「白⇔グレー⇔シルバー」「赤⇔ピンク」「青⇔水色」「緑⇔黄緑」などの濃淡が異な

る同系色 また、「赤⇔オレンジ」「青⇔緑」などの同系色を FP・GK の正副の４色

に組み合わせることを控えてください。 

 第４条 

  チームのユニフォーム（ゴールキーパーのユニフォームを含む）のうちシャツの

色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得るものでなければならない。 

 ⇒黒色のシャツ及び、紺のシャツは黒と判別できないため着用を制限する。 

  チームは、試合会場に正・副２組のユニフォームを持参しなければならない。 

  ⇒県大会では可能な限り、事前に当日着用するユニフォームを指定しますので、

指定されたユニフォームで選手チェックを受けてください。 

※サブとなるユニフォームのチェックは不要ですが、必ず正副は持参すること。


