セキショウチャレンジシリーズ

写真は昨年度優勝チーム 竹園西 FC

２０２０年１１月１５日（日）
予備日：２１日（土）
、２８日（土）
会場 茎崎運動公園多目的広場
※21 日開催の場合は、スポーツフィールド
主催 つくば市スポーツ協会スポーツ少年団サッカー部
主管 つくば市サッカー協会Ｕ-１２委員会
協賛 関彰商事株式会社

セキショウチャレンジシリーズ
つくばキッズチャレンジカップサッカー大会２０２０
大会実施要項
開催日
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大会形式

2020 年 11 月 15 日（日） （予備日）11 月 21 日（土）
、28 日（土）
※当日の実施の有無は、当日６時頃に
つくばＵ１２情報ページ http：//tsukuba-u12.seesaa.net/に掲載します。
茎崎運動公園多目的広場（つくば市下岩崎 2160-10）
※21 日（土）開催の場合は、つくば市ウェルネスパークスポーツフィールド
一般社団法人つくば市スポーツ協会スポーツ少年団サッカー部
つくば市サッカー協会 U-12 委員会
関彰商事株式会社
U-9（小学 3 年生、人数が足りない場合は 2 年生でも可）
２０チーム
1 チームにつき 3,000 円
※大会当日に受付にて徴収します。
・7 人制（GK 含む）
、交代制限なし
・試合時間は 10 分－3 分－10 分、ランニングタイム
・主審 1 人制 （各チーム帯同審判２名（主審、予備審）
、審判服着用）
① 予選リーグ戦
・４グループ（各５チーム）に分けて、各チーム２ゲームの予選リーグ（星形対
戦方式）を行い、各グループ毎の順位を決定します。
・グループ順位は、勝ち点（勝３、引分１、負０）
、得失点差、総得点、当該チー
ムの対戦結果の順で決定し、これによっても決まらない場合は抽選とします。
② 決勝ト－ナメント戦
＜チャンピオンズトーナメント＞
・予選グループ１位、２位の計８チームでトーナメント戦を行い、優勝、準優勝、
第３位を決定します。
・同点の場合は３人対３人（４人目からはサドンデス）のＰＫ方式で勝敗を決定
します。
（敗者同士のフレンドリーマッチはＰＫ戦なし。
）
＜チャレンジトーナメント＞
・予選グループ３～5 位の 12 チームを 2 グループ（各 6 チーム）に分けて、ト
ーナメント戦を行い、グループ毎敢闘賞２チームを決定します。

表彰

組合せ

以上、各チームは、予選リーグ２ゲーム、決勝トーナメント戦は勝敗によって２
または３ゲームを行うことになります。
優勝、準優勝、第 3 位、敢闘賞（第４位）＜チャンピオンズトーナメント＞
敢闘賞２チーム＜チャレンジトーナメント＞
大会チャレンジ賞（今大会を通じて各チーム 1 名ずつ）
ゲームチャレンジ賞（ゲーム毎に各チーム 1 名ずつ）
予選リーグ戦の組合せは、事務局が公正に抽選の上決定します。
なお、２チーム参加のクラブについては、予選リーグで同じグループにならないよ
う配慮しています。
◆組合せ・日程等は、各チームにメール送信及び下記ホームページに掲載します。
つくばＵ12 情報ページ
http：//tsukuba-u12.seesaa.net/

実施詳細
（１）コート等
・フットサルコート４面
・フットサルゴール使用
・試合球は日本サッカー協会公認 4 号球を使用し、各チーム持ち寄りとします。
（空気圧をあらかじめ確認して持参して下さい）
（２）試合ルール
2019・2020 日本サッカー協会競技規則に準ずることとしますが、以下は本大会ローカル
ルールとします。
・オフサイドはなし。
・競技人数は 7 人（ＧＫを含む）
。
・交代は自由。フットサル形式で一度退いた選手も再出場は可能。
交代エリア（各ベンチ前）で選手同士がタッチすれば、審判の了解なしに交代できる。た
だし、コート内に 8 人以上が入らないようにする。
・キックオフゴールはなし。キックオフのボールが直接ゴールした場合は、相手方ゴールキッ
クで再開する。
・ゴールエリアはなし。ペナルティエリア、ペナルティマークはフットサルコート表示。
・ゴールキックはペナルティエリア内にボールを置いて蹴る。
（持ち蹴りはしない。
）
・ゴールキック時に、相手チームの選手はペナルティエリアから６ｍ以上離れる。
・フリーキック時は、相手チームの選手は 6m 以上離れる。
・ファールスローについては、厳格にファールをとることはせずに、注意してやり直しで再開
して下さい。
・警告、退場があった場合、次の試合への累積はなしとします。
（３）ユニフォーム
・対戦チームと同色になった場合のために、ユニフォームとは色系統の違うビブスを用意して
下さい。※〔例〕ユニフォームが赤系統ならば、青系統のビブスを準備。
・ＧＫはＧＫユニフォーム又はフィールドプレーヤーと色の違いが分かるビブスを着用して下
さい。
（ウインドブレーカー、ピステでも可）
・すねあては必ず着用してください。
（４）審判
・主審１人制とし、審判服（レフリービブスでも可）を着用して下さい。審判資格の有無は問
いません。
・時計、笛、イエローカード、レッドカードを用意して下さい。
・ランニングタイム方式ですのでアディショナルタイムはとりません。
・各ゲーム終了後、速やかに本部に試合結果（スコア）を申告して下さい。
・各ゲーム開始前に、選手全員のユニフォーム、靴ヒモ、すねあてのチェックをして下さい。
・審判担当ゲームごとに審判する人が変わってもＯＫですが、１ゲームは前後半通して１人の
主審が行って下さい。
・万一、ゲーム中に主審が怪我などにより審判続行不可能となった場合には予備審判が対応し
て下さい。
（５）その他
・各チームに会場準備等のお手伝い担当を割当て、お願いしています。※会場準備欄参照。
・各試合開始５分前には次の試合のチーム、審判はコート付近で待機するようにして下さい。
・ベンチに入れるのは、選手の他は、監督，コーチを含め３人以内とします。
・試合の応援は所定のエリアでお願いします。

会場注意事項（駐車場、喫煙）
・駐車場は、指定の駐車場（別紙施設図参照）への利用を厳守してください。またグラウンド
内（ウェルネスパークは施設内喫煙禁止）での喫煙は禁止です。指定以外の駐車場の利用
や路上駐車、グラウンド内での喫煙等が判明したクラブについては、今後の当協会主催の
他の大会、イベントへの参加をご遠慮いただくことも考えざるを得ませんので、クラブ内で
の徹底をお願いします。
会場準備
※会場準備（コート作成、本部設営、駐車誘導等）担当として、各チーム 2 名のお手伝い
（下記割当）をお願いします。
（集合は 7 時 40 分、管理事務所前）
[コート作成］8：00～、各チーム 2 名（コートの配置は別図参照）
※お手数をお掛けしますが、各コート担当の先頭【 】チームにはフットサルゴール
（１コート分、ゴールネット含む）の借用をお願いしますので、ご持参下さい。
（ａコート担当） 3 チーム 【高崎 SSS】
、乙戸 SC、竹園西 FC
（ｂコート担当） 3 チーム 吾妻 SC、
【FC 北条】
、二の宮 FC
（ｃコート担当） 3 チーム 【FC 大穂ﾊﾟﾙｾﾝﾃ】
、桜.FC、MAENO D2C
（ｄコート担当） 3 チーム 【手代木 SC】
、東光台 SC、REGISTA・A
・コート作成
・フットサルゴールの設置、ウェイト（倉庫にあります）による固定
・予備審用折り畳みイス（管理事務所倉庫にあります）を設置
・コーナー4 ケ所にミニコーンを設置
・全試合終了後に、フットサルゴール、ウェイト、ベンチ、コーンを片付ける
［駐車場誘導］7：45～、各チーム１名、配置場所は別図参照
・北、北第 2 駐車場（テニスコート側）
→担当 2 チーム
REGISTA・B、桜南ファイターズ
サッカー関係者の駐車排除、荷下ろし後のサッカー関係者用駐車場への誘導
・大型バス、西駐車場（野球場側）
→担当 2 チーム
谷田部 FC、吉沼 FC ﾌﾟﾘﾏｰﾘｵ
サッカー関係者の駐車排除、荷下ろし後のサッカー関係者用駐車場への誘導
・サッカー関係者用の仮設・仮設草地駐車場及び誘導路
→担当 4 チーム
竹園東 FC、つくばスポーツ、サンダーズ FC、大穂東 SC
サッカー関係者用駐車場への案内・誘導、駐車場内の空きスペースへの誘導、
仮設駐車場内における入出場通路の確保
[本部設営]７：45～、各チーム１名
→担当 ８チーム
REGISTA・B、桜南ﾌｧｲﾀｰｽﾞ、谷田部 FC、吉沼 FC ﾌﾟﾘﾏｰﾘｵ、
竹園東 FC、つくばスポーツ、サンダーズ FC、大穂東 SC
当日のスケジュール
７：４０ スタッフ、各チーム駐車場要員集合
８：００ 会場準備開始
８：３０ 受付開始（グラウンド内本部）
９：１５ 代表者ミーティング（本部前ピッチ上）
９：３０ 予選リーグ開始
１１：３０ 予選リーグ終了
１２：１０ 決勝トーナメント開始
１５：１０ 決勝トーナメント終了
１５：３０ 表彰式、片付け

新型コロナウィルス対策
① 新型コロナウィルス感染防止対策のため、参加各チームは参加者に対し以下の項目のチ
ェックをクリアしなければ参加できないことを事前にアナウンスし、当日はチェック項
目を確認した上で参加するようにして下さい。
□発熱、息苦しさ、強いだるさ、咳・咽頭熱などの症状のある方はいない
□同居の家族に上記の症状のある方はいない
□過去２週間以内に感染拡大している国・地域への訪問歴のある人はいない
□活動中以外はマスクを着用する
□全員手洗いまたは手指の消毒を行っている
② 大会本部及び会場入口には、マスクと消毒液を用意する。
③ 大会本部には、非接触型体温計も用意するので、適宜利用して下さい。
④ 参加チームは、事前に配布した「スポーツ施設利用者名簿」を２部提出すること（１部 は
利用施設へ提出、もう一部は市役所へ提出するため）
、名簿には選手以外の応援の方も記
入して下さい。
但し、送迎のみの方は記入の必要はありません。
➄ 予め参加者が分かれば事前に名簿を作成しておいて、当日は参加の確認だけで済むよう
にしておくと当日の手間を省くことができます。

◇問い合わせ先
つくば市スポーツ少年団サッカー部 部長

寺口 携帯 ０９０―４１２５―６３０７
以上

