
JFA バーモントカップ 第 28回全日本U-12 フットサル選手権大会群馬県大会 

実施要項 

1. 名    称 
JFAバーモントカップ 第28回全日本U-12 フットサル選手権大会群馬県大会 

2. 主    催 
公益社団法人群馬県サッカー協会 

3. 主    管 
公益社団法人群馬県サッカー協会フットサル委員会・群馬県少年サッカー連盟・渋川市サッカー協会 

4. 特別協賛 
ハウス食品株式会社 

5. 期    日 
2018年6月16日(土)・17日(日) 

6. 会    場 
渋川市総合公園体育館  〒377-0203 渋川市渋川4230  TEL0279－24－0535 

7. 表    彰 
優勝、準優勝、第３位チームに表彰状を授与する。 

8. 参加資格 
(1) フットサルチームの場合 
① 公益財団法人日本サッカー協会（以下、「本協会」とする。）に「フットサル 4 種」の種別で加盟登録
した単独のチームであること。一つの加盟登録チームから、複数のチームで参加できる。本協会に承認
を受けたクラブを構成する加盟登録チームについては、同一クラブ内の他の加盟登録チームに所属する
選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。 

② 前項のチームに所属する2006年4月2日以降に生まれた選手であること。男女の性別は問わない。
③ 外国籍選手は 1 チームあたり 3 名までとする。 
④ チームを構成する選手の 7割が、登録する地区に在住していること。 

(2) サッカーチームの場合 
① 本協会に「4 種」の種別で加盟登録した単独のチームであること。一つの加盟登録チームから、複数の
チームで参加できる。本協会に承認を受けたクラブを構成する加盟登録チームについては、同一クラブ
内の他の加盟登録チームに所属する選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。 

② 前項のチームに所属する2006年4月2日以降に生まれた選手であること。男女の性別は問わない。
③ 外国籍選手は 1 チームあたり 3 名までとする。 

(3) 都道府県大会を通して、選手は、他のチームで参加していないこと。所属するチームが複数のチームで参加
する場合、またはサッカーチームとフットサルチームの両方に所属し、両方のチームが参加する場合を含む。 

(4) 選手および役員は、本大会において複数のチームで参加できない。 
(5) 選手は、保護者の同意がある者に限る。 
(6) 引率者は当該チームを指導掌握し、責任を負うことのできる者であること。
(7) 健全な活動・運営をしているチーム 



9. 参加チーム 
(1) 少年サッカー連盟加盟チーム(合同チーム含む)と、それ以外のチームに分けて選出された16 チームとする。 
(2) 選出方法は、それぞれの区分に一任する。 
(3) 2018年6月10日(日)までに選出する。 

10. 参加申込 
(1) 参加申込書にエントリーし得る人員は１チームあたり 18名（役員3名、選手15名）を上限とする。 
(2) 申込締切日：2018年5月10日(木)  ＊受付完了の返信をご確認ください。
(3) 申込先  〒371-0037 前橋市上小出町３－４４－６ 
群馬県フットサル委員会  全日本少年フットサル大会宛
℡090-4618-4814  FAX027-234-5593 ﾒｰﾙ calchet@f3.dion.ne.jp 
＊申込は郵送、FAX、ﾒｰﾙですること。電話での申し込みは不可

(4) 選手変更は認めない。
11. ユニフォーム 
(1) 本大会参加申込書に記載されたものを原則とし、大会参加申込書を受理した後の変更は認めない。なお背番
号の変更も認めない。背番号は1から 99 までの整数とし、1番はゴールキーパーが付けることとする。 

(2) ユニフォーム（シャツ／ショーツ／ストッキング）は、正のほかに副として正と異なる色のユニフォーム（シャツ／シ
ョーツ／ストッキング）を本大会参加申込書に記載し必ず携行すること。

(3) 審判と同一または類似のユニフォームを用いることは出来ない。ゴールキーパーについても同様である。 
(4) 背番号は本大会参加申込書に記載された選手固有の番号を付けること。番号は適当な大きさで見やすいもの
とする。 

(5) ゴールキーパーのユニフォームについては、フィールドプレーヤーとしてプレーしていた競技者がゴールキーパーとし
てプレーする場合は、ゴールキーパーのユニフォームと同色・同デザインであることを基本とする。また、事前に登
録された色彩のゴールキーパー及びフィールドプレーヤーのユニフォームの中から選択して着用することもできる。
但し、その試合で着用されるそれぞれのフィールドプレーヤーおよび相手ゴールキーパーの色彩と異なり、試合
前のマッチコーディネーションミーティング（審判立会いの打ち合わせ）において承認された場合に限り着用を
認められる。また、競技者が着用するユニフォームにはその競技者自身の背番号を付けなければならい。尚、
ケガや退場処分等の突発的な諸事情により、交代要員のゴールキーパーが不在でかつ準備が整っていない
場合、主審の判断によりゴールキーパーのユニフォームを前述以外のユニフォームで代用ができる。 

12. 競技規則 
(1) 本協会制定の「フットサル競技規則」及び決定事項による。ただし、以下の項目については、本大会の規定
を定める。  
① ピッチ 
大きさ：32ｍ×16ｍ 
センターサークルの半径：2.5ｍ 
ペナルティーエリア四分円の半径：5ｍ 
ペナルティーマーク：5ｍ 
第 2 ペナルティーマーク：8m 
交代ゾーンの長さ：4m 
タイムキーパーの机の前のエリア：ハーフウェーラインの両端からそれぞれ 4m 



② 守備側競技者のボール等から離れる距離
フリーキック：4m 
コーナーキック：4m 
キックイン：4m 

③ ボール  
フットサル3号ボール 

④ 交代 
交代要員の数：10 名以内 
ベンチに入ることができる人数は 13 名以内(交代要員 10名以内、役員 3名以内)とする。 
交代要員は、競技者と異なる色のビブスを用意し、着用しなければならない。

(2) 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できずそれ以降の処置については大会の規律フェ
アプレー委員会で決定する。 

(3) 本大会期間中に警告を２回受けたものは、次の１試合に出場できない。 
(4) 競技時間 
① １次ラウンド及び決勝ラウンド（決勝戦を除く）：20分間（前後半各10分間）のランニングタイムとし
ハーフタイムのインターバルは3分間（前半終了から後半開始まで）とする。

② 決勝戦：20分間（前後半各10分間）のプレーイングタイムとし、ハーフタイムのインターバルは5分間
(前半終了から後半開始まで）とする。

(5) 試合の勝者を決定する方法（試合時間内で勝敗が決しない場合） 
① 1次ラウンド：引分け 
② 決勝ラウンド（決勝戦を除く）：PK方式により勝敗を決定する。PK方式に入る前のインターバルは1分
間とする。 

③ 決勝：6分間（前後半3分間）の延長戦を行い、決しない場合はPK方式により勝敗を決する。延長
戦に入る前のインターバルは5分間とし、PK方式に入る前のインターバルは1分間とする。 

(6) シューズ：スパイクシューズ及び靴底が着色されたものは使用できない。 
(靴底は接地面が飴色または白色または無色透明のもののみ使用可能） 

(7) すね当て：必ず着用すること。 
13. 競技方法 
(1) 1次ラウンドは、出場16チームを4チームずつのグループに分け、1回戦総当リーグ方式により順位を決定し、
各グループ上位2チームが決勝ラウンドに進出する。決勝ラウンドは、1次ラウンドを勝ち上がった8チームによ
るノックアウト方式により優勝以下第3位チームを決定する。 

(2) 1次ラウンドにおける順位決定方法は、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。勝点は、勝ち
3、引分け1、負け0とする。ただし、勝点合計が同じ場合は、以下の順序により決定する。  
① 当該チーム間の対戦成績 
② 当該チーム間の得失点差 
③ 当該チーム間の総得点数 
④ グループ内での総得失点差 
⑤ グループ内での総得点数 



⑥ 下記に基づくポイント合計がより少ないチーム 
(ア) 警告 1回    1 ポイント 
(イ) 警告 2回による退場 1回   3 ポイント 
(ウ) 退場 1回    3 ポイント 
(エ) 警告 1回に続く退場 1回    4 ポイント 

⑦ 抽選 
14. 審  判  
(1) 一次リーグにおいては、各チームの有資格者による帯同審判員で行う。
(2) 決勝トーナメントにおいては審判部で行う。

15. 参 加 料
地区大会参加料：６０００円（内訳：地区運営費3000円、県大会運営費3000円） 
県大会参加料：３０００円（会議にて納入すること） 
※フットサルチームの場合Kick Offサイトからチーム登録していただく際に、当該年度の登録料として 9000円／チ
ーム、選手登録料として 700円／人を別途納入していただく必要があります。 
 （申込方法等詳細は、JFA ホームページ・Kick off をご覧下さい。） 

16. 全体会議 
2018年5月12日(土)  群馬県青少年会館 大会議室  １８：００～２１：００
前橋市荒牧町２－１２ ＴＥＬ ０２７－２３４－１１３１ 
＊会議に無断で「欠席」したチームは失格とする 

17. 組み合せ 
監督会議において抽選決定する。 

18. そ の 他 
(1) 参加資格に違反し、その他不都合な行為のあったときには、そのチームの出場を停止する。
(2) 試合において、出場するチームは本大会参加申込書を持参すること。不携帯のチームは当該試合への出場を
認めない 

(3) チームは必ずフットサル登録証又はサッカー選手証を持参すること。 
(4) 優勝チームは群馬県代表として全国大会へ出場する義務と権利を負う。
全国大会：期日 2018年8月17日(金)～19日(日) 
        会場 東京都／駒沢オリンピック公園体育館・屋内球技場 

19. 問い合せ 群馬県フットサル委員会 江川周作 ０９０－４６１８－４８１４ 


