
2021 年 9月 15 日 

各団代表者殿                                                 （一社）神戸市サッカー協会 

会長  益子 和久 

４種委員長  御手洗 修 

秋季ライオンズ杯担当 小野 晃嗣 

第 4３回 神戸兵庫シティライオンズクラブ杯 秋季大会 大会要項 

主  催   （一社）神戸市サッカー協会 4 種委員会 

共  催  神戸兵庫シティライオンズクラブ 

期  日   2021 年１０月２日（土）～  

会  場    KFP 岩岡、フレスカグランド、ハ多ダンロップ G  

日  程    10/2（土）、3（日）、9（土）、10（日）、11（祝月）、16（土）、17（日） 

        上記日程で終了しない場合は、追加日程を設けて実施します。  

（また状況により、日程及び会場の追加・変更の可能性あります） 

ライオンズ杯不可日について 

  ・学校行事によるものであること。 

  ・ただし、ライオンズ登録メンバー８人以上が揃う場合は不可日とは認めない。 

不可日申請に関して 

   ・対象人数 

   ・不可日理由 ＊学校行事内容、学校名 

・学校行事終了後の会場参集可能時間 

 上記を記載の上、メールにて「小野」までご連絡お願します。 

秋季ライオンズクラブ杯担当 小野  メール：teru-ono@crocus.ocn.ne.jp

不可日申請締切  ９月 18 日（土） 

急で申し訳ありませんが、変更試合スケジュールを作成しますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

開会式   開会式はおこないません。 

★前年度優勝チーム ２部： 2019年度優勝 センアーノ神戸Jr、３部：センアーノ神戸Jr、女子：井吹台SC 

※優勝カップの返還は試合当日本部へお願いします。 

参加資格  1）(公財)日本サッカー協会第 4種に加盟登録した団体及びその団体に所属する選手である事 

2) (公財)日本サッカー協会の発行する登録選手証（写真添付）を有し、試合開始前に提出できる事。 

3)  20 歳以上の指導者が試合に同行する事。 審判員を派遣できること。 

4） 各部ともに各団１チーム。 

2 部：6 年生以下（市リーグ登録の 1、2 部と関連しない） ただし 2021 年度 4 月開催のライオンズ杯 1 部

登録した選手は参加できない。 3 部： 4 年生以下  女子： 6 年生以下の女子 

5） 選手は、必ずスポーツ傷害保険に加入し、参加について保護者の同意を得ていること。 
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表彰    1） 各部とも１位～３位に神戸市サッカー協会および神戸兵庫シティライオンズクラブより表彰状を授与する。 

2） 各部の優勝に神戸兵庫シティライオンズクラブより優勝カップ（持ち回り）・トロフィー・メダルを授与する。 

3） 各部の準優勝に神戸兵庫シティライオンズクラブよりトロフィー・メダルを授与する。 

4） 各部の３位に神戸兵庫シティライオンズクラブよりトロフィーを授与する。 

5） 県大会への出場権は、２部の優勝、準優勝（２チーム）、３部の優勝及び準優勝のチーム（2チーム）で、４

種委員長が神戸市を代表するチームであると認めたチームに参加資格が与えられる。 

※2 部優勝、準優勝チームに参加資格を与えるチビリンピック兵庫県大会の出場は、5 年以下で１６名を

有するチームである事が条件になります。 

競技方法 1) トーナメント方式により優勝以下第 3位までを決定する。3 位決定戦は行わない。 

2) 試合時間は、２部 20 分－5分－20 分 3 部及び女子は、15 分－5 分－15 分とする。 

  ※3 部は決勝戦のみ 20 分－5 分－20 分とする。 

  同点の場合は、PK 方式により次回に進むチームを決定する。（3 人ずつ行って、その後サドンデス） 

  決勝戦のみ 5分－5 分の延長戦を行い、尚、決しない場合は、PK 方式により優勝チームを決定する。 

3） 飲水タイム（1 分以内）、クーリングブレイク（3 分）を取る場合、その時間は、試合時間に含まない。 

※試合開始または後半開始時に WBGT＝25℃以上〈飲水タイム〉、WBGT=28℃以上（クーリングブレイク）、

WBGT＝31℃以上（試合中止又は延期）とする。 

競技規定 1）（公財）日本サッカー協会 8人制競技規則に準ずる。 

a. 8 人の競技者が試合に出場する。（一方のチームが７人に満たない場合は、試合を認めない） 

試合に出場できる人数は、試合に出場する 8 人を含めて、16 人以内とする。 

b. 選手交代 ：自由な選手交代ができる。（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｲﾔｰの交代の際、主審の承認を得る必要はない） 

ベンチ側タッチラインに交代ゾーンを設け、（３ｍ３ｍ）そこより退く。そして入る。 

   （ゴールキーパーの交代手続きは、アウトオブプレー時に主審の許可を得て行う） 

c. 試合中退場処分を受けた選手は、自動的に次の試合の出場を停止する。 

    退場選手が出た場合、ベンチ控え選手の中から選手を補充することができる。 

2) 本大会期間中に異なる試合で警告を 2 回受けた競技者は、次の 1 試合の出場を停止する。 

3) ユニフォームはメイン、サブ 2 着（FP・GK 用共）を必ず携行すること。サブはシャツ、パンツ、ストッキング 

それぞれメインと明瞭に区別された異色のものにすること。 

4) 前試合開始時に大会本部にてユニフォームチェックを行う。 

☆ゴールキーパーは選手ｴﾝﾄﾘｰ表に載っていない番号の付いた GK 用シャツを着用可《今競技会規定》 

  ☆フィールドプレイヤーの背番号は今大会中、統一した番号を使用すること。 

5) 試合で使用する互いのユニフォームの組み合わせは、本部及び審判団により決定するものとする。 

なお、試合開始後に指定のユニフォームを着用していない事実が発覚した場合は没収試合とする。 

☆試合中における GK と FPの選手交代の際は、シャツ（上）だけの変更でも交代可《今競技会規定》 

ただし、前半及び後半開始の KICK OFF 時には指定のＧＫﾕﾆﾌｫｰﾑ(全て着用)で開始すること。 

6) 危機事象（落雷等）により審判員や大会本部により試合が中断された場合、中断後を行うことが原則であ

るが、施設面、安全管理面、日程面等で再試合及び中断後の試合が不可能な場合、大会本部において

試合を成立させること、または抽選等によって勝者（次回戦へ進むチーム）を決定することもある。 

登 録    1) 8/22（日）までに 「選手エントリー表」 及び、「ﾕﾆﾌｫｰﾑ確認表」 を  

E メール送付（提出）をもって登録とする。

2） 選手メンバーチェックについて、試合前に、大会本部にて選手証（写真添付）により確認を行う。

3） 当秋季大会（２部、３部）と、この 4 月に開催しました U-12 大会（1 部）との 2 重登録は認めませんので、

ご注意ください。 受付終了後に２重登録の有無を確認いたします。 
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審 判    1） 試合は、1 人の主審と 2 人の副審で運営される。 

2) 審判研修会を兼ねるので、2021 年度の審判資格を取得している事。（4 級資格以上、ﾕｰｽ審判員可） 

3) 審判員は、2021 年度の審判証（写真添付）を必ず持参し、担当試合前に審判本部でチェックを受け、団名

及び氏名の連絡を行う事。 

4) 審判証を忘れた場合、及び審判員を派遣しなかった場合は、当該団にペナルティを適用する。 

5) 審判員の派遣については、経験と実績のある者を人選する事。

6) 試合開始前、審判員は、ベンチ前にて選手全員の用具チェックを行う。 

7) 正規の審判服を正しく着用すること 

規律フェアプレー 

1） 大会参加選手及び指導者は、競技規定を遵守し、JFA サッカー行動規範に則り大会に臨むこと。 

2） 選手・指導者は、相手選手のみならず自軍選手に対してもリスペクトの態度と精神で臨むこと。 

3）  応援者（含、保護者）は、少年少女スポーツであることをわきまえ、その言動には十分注意すること。 

その他   

１） どの会場においても、全ての車に駐車証を掲示する事、会場近隣の路上駐停車絶対禁止、 

ゴミの持ち帰りなどは、各団各チームの責任において徹底すること。 

2) 大会運営上で問題を起こしたチームについては、大会本部、または市協会４種委員会に諮り、当該団に

対し厳しい対応を行う。 

3) 大会運営の妨げとなる場合がございますので、「選手の本部挨拶は無し」でお願いします。 

4) しあわせの村 芝グランド使用時の利用可能な駐車場は「P6」 

「P３」は利用不可です。厳守お願いします。 

「２０２１年度 秋季ライオンズ杯」開催時においての 

「新型コロナウイルス感染予防」に関する注意事項を追記しています。 

疾病予防（追記） 

１）新型コロナウイルス感染予防に関する事項 

＊新型コロナウイルス感染拡大予防用の 

「各種試合健康チェックシート【選手・指導者用】・【保護者用】」 

を試合当日、現地到着後に引率責任者が本部へ提出してください。 

参加条件 

① 選手 

・保護者の了解の下、また、平熱を超える発熱などなく健康状態が良好なこと 

   ・日々検温を行い、試合当日の体温を貴チーム担当の指導者へ伝えること 

②指導者（監督・コーチ） 

   ・日々、別紙チェック項目を確認し、チェック欄が埋まらない場合は会場へ赴かないこと 

・当日、指導者は選手の検温結果が良を確認し、メンバー表の検温欄へ記載 

・各種試合健康チェックシート（選手・指導者）を本部へ提出→本部にて保管 

② 保護者 

・日々、別紙チェック項目を確認し、チェック欄が埋まらない場合は会場へ赴かないこと 

・来場の保護者は、健康チェックシートを記載し本部へ提出→本部にて保管

提出された健康チェックシートは、本部にて 1か月保管し提出要請がある場合に備えます。
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＊感染防止対策 

① 今大会開催期間中の会場入場者の制限： 各チーム 指導者３名、引率保護者４名とする

＊応援来場は控えてください。

② キックオフ時および試合終了時の整列挨拶を行わない 

③選手はマスク着用（ウォーミングアップ、試合出場時は除く） 

④指導者はベンチ内においてもマスク着用 

⑤観戦する保護者はマスク着用。約 1Ｍのソーシャルディスタンスを維持 

⑥観戦は声を出さず、拍手のみ 

⑦各チームで会場到着および退出時には、手洗い／アルコール消毒等を実施 

⑧常にソーシャルディスタンスを意識（食事・ミーティング・自チームテント付近） 

⑨会場への入場は、試合開始 1 時間前より早く到着しないよう調整すること。 

（レフリー・会場当番除く） なお、試合終了後は速やかに退出すること。 

上記事項は、今後の状況によって適宜変更するものといたします。 

２） 一般事項 

・選手・指導者は、身体に異常を感じた場合には、参加出場することのないようにすること。 

・負傷した時の処置は、協会は一切責任を負わないので当該チームが責任を持って行うこと。 

＊各チームは、必ず救急箱を用意し、初期対応ができるように準備すること。 

今大会の問合せ先       （一社）神戸市サッカー協会 4種委員会 

秋季ライオンズクラブ杯担当 小野 晃嗣 

携帯：090-3716-5753 

e-mail：teru-ono@crocus.ocn.ne.jp 
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