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第 44 回神戸兵庫シティライオンズクラブ杯 秋季大会
U11 の部、U10 の部、女子の部 大会要項
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一般社団法人 神戸市サッカー協会
神戸兵庫シティライオンズクラブ
一般社団法人 神戸市サッカー協会 4 種委員会
2022 年 9 月 3 日（土） 〜 23 日（祝・金）
9 月 3 日(土)、4 日（日）、11 日（日）、17 日（土）、18 日（日）、9/23（祝・金） ＫＦＰ岩岡
（状況により、日程及び会場の追加・変更の可能性あり）
開会式
2022 年 9 月 3 日(土) 神戸フットボールパーク岩岡 13：00 頃 （予定）
プラカード持参
開会式に参加するチームは試合日程により決定します。
★2021 年度優勝チーム （２部） ： ヴィッセル神戸 U12、（３部） ： ロヴェスト神戸、（女子） ： つつじが丘・横尾
※優勝カップを忘れない事。 選手宣誓は「U11 ヴィッセル神戸」の選手でお願いいたします。
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 歳以上で初級以上の指導者講習会受講済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。
U11 の部 ： 5 年生以下、 U10 の部 ： 4 年生以下、 女子の部 ： 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。

表彰

1）
2）
3）
4）
5）

申し込み

参加費

登 録

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。
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。
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。
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。
県大会への出場権は
U11 の部の優勝及び準優勝のチーム（２チーム）
U10 の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。
※U11 の部優勝、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」が条件となる。

別紙「第 44 回 神戸兵庫シティライオンズクラブ杯 秋季大会 申込書」を８月３日（水）までに
メールにて送付してください。 送付先 ： teru-ono@crocus.ocn.ne.jp
各部 1 チーム￥４,０００円 （今年度より金額が変更になっていますのでご注意ください）
別紙記載の内容にて指定口座に 「8 月 5 日（金） まで」に振込をお願いいたします。
指定期日までに振込が確認出来ない場合は棄権扱いとさせて頂きますのでくれぐれもご注意ください。
＊振込は各団でまとめて、合計金額にてお願いします。
１カテゴリ →￥4,000、 ２カテゴリー →￥8,000、 ３カテゴリー →￥12,000
1) 8/21（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） 「U11 の部」 と「U10 の部」 への二重登録は認めないものとする。
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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、U11 の部 20 分−5 分−20 分 U10 の部及び女子の部は、15 分−5 分−15 分とする。
※U10 の部は決勝戦のみ 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。
本大会で生じた退場／警告は、本大会のみ有効とする（他大会へ累積持ち越ししない）
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。

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、2022 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、2022 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。KFP 岩岡での副審はスパイク不可。

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。
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疾病予防
１) 新型コロナウイルス感染予防健康チェックシートを試合当日、会場到着後直ちに本部へ提出すること。
2） 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。
3） 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。

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、選手等の本部挨拶は、ご遠慮ください。
4) ベンチ入りは、登録選手と指導者３名以外は入れない。

抽選会
１） 抽選会

コロナ禍における状況及び各団の負担軽減を鑑みて４種委員会にて委員長、副委員長、

４地区長及び 4 種委員の立ち合いのもと各地区長による抽選にてトーナメント枠を決定いたします。
抽選は参加申込書を受理した順に行います。（指定期日までに振込確認できない場合は棄権扱い）
２） 日程
３） 時間

2022 年 8 月 9 日(火)
20：00〜21：00

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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