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1.大会名：    　  　第2回茅ヶ崎市招待 U-12選抜サッカー大会

2.目 的 ：

　　　　　　　  　の交流を目的とする。

3.主 催 ：     　　茅ヶ崎サッカー協会

4.特別　： 茅ヶ崎湘南ロータリークラブ
　協賛

5.運 営 ：　　　　茅ヶ崎サッカー協会第4種委員会

6.開催日：　　　　2019年12月1日（日）

7.会　場：　　　　柳島スポーツ公園　　　　茅ヶ崎市柳島1300番地

8.参加費： 8,000円

 

9.参加　：　県内6チーム　県外1チーム　茅ヶ崎市1チーム　　計8チーム

＜大会要項＞

参 加 資 格：　日本サッカー協会第4種に登録した選手により編成した地域協会選抜チーム。

試 合 方 法：　予選リーグ戦　1ブロック4チーム2ブロックによるリーグ戦　

　　　　　　　 順位別トーナメント戦　予選成績から上位・下位トーナメントに分かれ実施

 

競 技 規 則：　日本サッカー協会規則による　競技人数は8人制とする。　

1：競技時間

           「予選」　30分（10分3ピリオド制）　10分    +  10分   -  3分  -  10分

           「トーナメント」　36分（12分3ピリオド制） 12分 + 12分 - 5分 - 12分 

 

2：インターバルと進行 

(1) 第1、第2ピリオド間は競技者総入れ替えに要する時間のみ。

(2) 第2、第3ピリオド間は、5分(予選は3分)とし、コイントスの時間を含む。

3：勝敗の決定 

　　予選リーグの順位決定については勝点＞得失点＞総得点＞対戦結果＞抽選の順で決定する。

4：試合登録人数 

　　ベンチ入り選手は、ビブスを着用する。

5：メンバー表の提出　

　　登録選手メンバー表を試合開始5分前までに本部に1部、対戦相手に1部提出をすること。

　　第一試合前のみメンバーチェックを行う。（試合開始10分前までに本部前へ集合）

【第2回茅ヶ崎市U-12選抜サッカー大会要項】

      ① 伊勢原選抜　② 小田原選抜　③ 鎌倉選抜　④ 清水選抜

      ⑤ 平塚選抜　　⑥ 横須賀選抜　⑦ 藤沢選抜　 ⑧ 茅ヶ崎選抜

尐年サッカーの発展と育成をめざし、レベルの向上をはかるとともに、県下各地域

(3) 第3ピリオドのサイドはコイントスで決定し、6分程度が経過したところでサイドをチェンジする。

(4) 会場利用時間、運営遂行上試合終了後のベンチ挨拶は省略とします。

　　トーナメント戦において36分で勝敗が決しない場合は出場中の競技者3人によるＰＫ方式により
    勝ち上がり チームを決める。

　　16名とする。ベンチ入り人数について左記に加え1名の予備GKベンチ入りを認める 引率指導者2名
　　以上3名以下、交代要員8名が入ることができる。



6：交代について　

7：警告・退場について　

　　当該試合中のみとし次試合には持ち越さない。

8：審判 　

　　3人制で実施する。各チーム2名以上の公認審判員帯同をお願いします。

　　主審・副審は必ず審判服を着用し,4審は本部にて行う。

9：表彰および閉会式の実施

　　最終試合終了後に閉会式を行います。

　　優勝チーム：優勝カップ ・ トロフィー・盾 ・ 賞状 を授与

　　準優勝チーム：盾 ・ 賞状 を授与

　　第3位チーム：盾 ・ 賞状 を授与

10：予選ブロック

11：施設利用注意事項

　　会場の柳島スポーツ公園は、その他施設の一般利用者が多数来場する公共施設です。

　　　巻末の「柳島スポーツ公園　施設利用についてのお願い」に必ず目を通していただき、選手、指導者

　　　ならびに応援保護者の皆様への共有をよろしくお願いいたします。

　　　また、今大会関係者、応援保護者におかれましては、公園入口左手すぐの海側駐車場を利用せず、

　　　係員の案内に従い、そのままグランド奥まで入構し山側の駐車場をご利用ください。

　　第1、第2ピリオドは総入れ替えをすること。第3ピリオドのみ自由な交代とする。負傷者が出た
　　場合は、選手を補充して良い 但し同一選手の出場は2ピリオドまでとし、3ピリオド全てに出場
　　することはできない。また交代は自由な交代とする。ＧＫの交代はアウトオブプレー中に主審に
　　通知する。負傷における交代は、負傷者の近くのラインから交代が許される。

　　開会式は行いません。ただし開始前に代表者様へお集まりいただき諸説明を行います。

【Aブロック】 【Bブロック】

茅ヶ崎選抜 藤沢選抜

横須賀選抜 平塚選抜

鎌倉選抜 小田原選抜

清水選抜 伊勢原選抜



茅ヶ崎選抜 横須賀選抜 鎌倉選抜 清水選抜

茅ヶ崎市選抜

横須賀選抜

鎌倉選抜

清水選抜

藤沢選抜 平塚選抜 小田原選抜 伊勢原選抜

藤沢選抜

平塚選抜

小田原選抜

伊勢原選抜

No. 右 vs 左 主審 副審 副審

①8:00〜 藤沢選抜 vs 小田原選抜 茅ヶ崎審判部 横須賀 茅ヶ崎

②8:40~ 茅ヶ崎選抜 vs 鎌倉選抜 茅ヶ崎審判部 藤沢 小田原

③9:20~ 小田原選抜 vs 平塚選抜 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎 鎌倉

④10:00~ 鎌倉選抜 vs 横須賀選抜 茅ヶ崎審判部 小田原 平塚

⑤10:40~ 平塚選抜 vs 藤沢選抜 茅ヶ崎審判部 鎌倉 横須賀

⑥11:20~ 横須賀選抜 vs 茅ヶ崎選抜 茅ヶ崎審判部 平塚 藤沢

No. 右 vs 左 主審 副審 副審

①8:00〜 平塚選抜 vs 伊勢原選抜 茅ヶ崎審判部 鎌倉 清水

②8:40~ 横須賀選抜 vs 清水選抜 茅ヶ崎審判部 平塚 伊勢原

③9:20~ 藤沢選抜 vs 伊勢原選抜 茅ヶ崎審判部 横須賀 清水

④10:00~ 茅ヶ崎選抜 vs 清水選抜 茅ヶ崎審判部 藤沢 伊勢原

⑤10:40~ 小田原選抜 vs 伊勢原選抜 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎 清水

⑥11:20~ 鎌倉選抜 vs 清水選抜 茅ヶ崎審判部 小田原 伊勢原

ピッチA：海側・R134側ピッチ

ピッチB：山側ピッチ

＜スケジュール＞
ブロック別予選リーグ ※ピッチをお間違えないようお願いいたします。

【Aブロック】

【Bブロック】



No. 右 vs 左 主審 副審 副審

⑦ 12:10〜 A3位 vs B4位 茅ヶ崎審判部 8左 8右

⑧ 12:55~ A1位 vs B2位 茅ヶ崎審判部 7左 7右

5位決定戦 ⑨ 13:40~ 7勝ピッチA vs 7勝ピッチB 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎審判部

決勝戦 ⑩ 14:25~ 8勝ピッチA vs 8勝ピッチB 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎審判部

No. 右 vs 左 主審 副審 副審

Ⅶ 12:10〜 B3位 vs A4位 茅ヶ崎審判部 Ⅷ左 Ⅷ右

Ⅷ 12:55~ B1位 vs A2位 茅ヶ崎審判部 Ⅶ左 Ⅶ右

7位決定戦 Ⅸ 13:40~ 7負ピッチA vs 7負ピッチB 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎審判部

3位決定戦 Ⅹ 14:25~ 8負ピッチA vs 8負ピッチB 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎審判部 茅ヶ崎審判部

【上位トーナメント】

10　決勝戦

8 Ⅷ

Ⅹ　3位決定戦

【下位トーナメント】

9　5位決定戦

7 Ⅶ

Ⅸ　7位決定戦

ピッチA：R134側ピッチ 審判はチーム試合ピッチ対象

ピッチB：山側ピッチ 審判はチーム試合ピッチ対象

・15:15〜　表彰式　閉会式







総合競技場以外の部分は公園ですので、共用スペースとして一般の方も含めてのごりようとなります。

総合競技場をご利用いただく皆様、また公園を利用される一般の皆様、ともに安全快適に公演をご利用いただく

ために下記の点にご協力をお願いいたします。

■コミュニティ広場、多目的広場について
・遊具等もあり、一般来園者が利用されることが多いので、コミュニティ広場、多目的広場でのW-UP等の使用は

ご遠慮ください。　W-UPにつきましては総合競技場内にてお願いいたします。

■総合競技場内について
・ハイヒール、金属スパイクでは入れません。　また、ペットを連れて入ることはできません。

　競技場内の飲食は水分補給のみで食事等はできません。水分は水のみでお願いします。

・トラック部分（地面が濃い青色の部分）と外周芝生部分に関しては、スパイク、革靴、ベビーカーなどでは立ち

　入らないでください。　ボールの使用もご遠慮ください。

・その他の部分（地面が薄い青色の部分）に関しては、スパイクの使用やボールの使用も可能ですので、

　W-UPなどはその部分をご活用ください。

・総合競技場内に入る際は、シューズの土をしっかりと落としてからご入場ください。

■注意事項
・総合競技場を含めて公園内は禁煙です。指定の喫煙所をご利用ください。（灰皿の設置はありません）

・貴重品は各自で管理ください。クラブハウス内に貴重品ロッカーもございます。

　盗難等一切責任は負えませんのでご了承ください。

・ビン・缶・ペットボトルは所定のゴミ箱（各自販機付近）へお願いします。

　その他のゴミはすべて各自で持ち帰りをお願いいたします。

・クラブハウス、競技運営棟はスパイクでの入場は禁止です。（スパイク着用でのトイレの利用は外トイレを

　ご利用ください。

柳島スポーツ公園　施設利用についてのお願い


