
１月12日（日）　松島ＦＢＣ　ピッチ２　人工芝グランド

主 審 補助審判

9:30 ベガルタ仙台 - デュオパークＦＣ ACジュニオール 仙台中田

10:20 仙台中田 - アバン仙台 ベガルタ仙台 デュオパークＦＣ

11:10 デュオパークＦＣ - ACジュニオール 仙台中田 アバン仙台

12:00 ベガルタ仙台 - アバン仙台 デュオパークＦＣ ACジュニオール

12:50 仙台中田 - ACジュニオール アバン仙台 ベガルタ仙台

9:30 FC.セレスタ - ＦＣリベルタ 岩沼西 コパＦＣ

10:20 岩沼西 - FCアルコ FC.セレスタ ＦＣリベルタ

11:10 FC.セレスタ - コパＦＣ FCアルコ 岩沼西

12:00 FCアルコ - ＦＣリベルタ コパＦＣ FC.セレスタ

12:50 岩沼西 - コパＦＣ ＦＣリベルタ FCアルコ

１月13日（月）　松島ＦＢＣ　ピッチ２　人工芝グランド

主 審 補助審判

9:30 仙台中田 - ベガルタ仙台 デュオパークＦＣ アバン仙台

10:20 アバン仙台 - ACジュニオール ベガルタ仙台 仙台中田

11:10 仙台中田 - デュオパークＦＣ アバン仙台 ACジュニオール

12:00 ベガルタ仙台 - ACジュニオール 仙台中田 デュオパークＦＣ

12:50 アバン仙台 - デュオパークＦＣ ACジュニオール ベガルタ仙台

9:30 FC.セレスタ - FCアルコ ＦＣリベルタ コパＦＣ

10:20 岩沼西 - ＦＣリベルタ FCアルコ FC.セレスタ

11:10 FCアルコ - コパＦＣ 岩沼西 ＦＣリベルタ

12:00 岩沼西 - FC.セレスタ コパＦＣ FCアルコ

12:50 コパＦＣ - ＦＣリベルタ FC.セレスタ 岩沼西

代表決定戦・・1月13日（月）　　松島ＦＢＣ　ピッチ２　人工芝グランド

①コート 主 審 補助審判

Ａグループ１位 Ｂグループ２位 審判部 Ａグループ３位

②コート

Ｂグループ１位 Ａグループ２位 審判部 Ｂグループ３位

※試合時間・・12分-12分-12分（3ピリオド制）

Ａグループ　　①コート

Ａグループ　　①コート

Ｂグループ　②コート

※　優勝チームは代表決定戦の結果により決定する。優先順位①得失点差②総得点③予選成績④抽選

チビリンピック2020  ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー IN 東北
宮城県予選　対戦表

14:15 -

14:15 -

Ｂグループ　②コート



チビリンピック 2020  ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカ－ＩＮ 東北 

 宮城県予選 大会要項             

 

1 主   催：日刊スポ－ツ新聞社、 

2 後   援：公益財団法人 日本サッカ－協会・（一社）東北サッカー協会・（一社）宮城県サッカー協会 

3 特別協賛：全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） 

4 主  管：宮城県サッカースポーツ少年団協議会 

5 期    日：2020 年１月 12 日（日）・13 日（月） 

6 会   場：松島フットボールセンター ピッチ２（人工芝） 

7 参加資格：①2019 年度に JFA に加盟登録した団体（チ－ム）であること。 

②上記団体（チ－ム）に所属する選手であり、平成 20 年 2008 年４月２日以降の出生者（小

学５年生以下）であること。2019 年度 JFA 発行の登録選手証を有するもの。（大会当日

持参して下さい。） 

③2020 年３月 7、8 日に開催される「2020 チビリンピック JA 全農杯全国小学生選抜サ

ッカー IN 東北」に参加可能なチーム 東北大会優勝チームは５月に全国大会に出場。 

④次の条件を満たすチーム 

 〔１〕宮城県サッカースポーツ少年団新人大会に於いてベスト８入りしたチーム・前年度 

優勝、準優勝チーム（優勝、準優勝チームがベスト８と重複した場合は所属ブロッ

クの推薦チームとする） 

ベンチ入りする指導者１名は必ず公認 D 級コーチ以上の資格を有している。 

〔２〕４級以上かつ、一人審判経験豊富な有資格者を１名帯同出来る。 

〔３〕要項を遵守するチーム。 

8 チーム数：参加資格を有した 10 チーム（上記要件を満たし、出場を辞退するチームが出た時には、新

人戦県大会出場チームから不足チーム数分を募る。複数チームがエントリーした場合は抽選

とする。また、10 チームに満たない場合はエントリーしたチームのみで大会を行う。 

9 チーム 

構成と条件：チームの編成は、指導者 3 名（監督 1・コーチ 2）・選手 18 名以内とする。けが人等で１

５名以下になった場合は不戦敗（0vs3） 

引率指導者は当該チ－ムを掌握指導する責任ある指導者であること。 

              参加選手は健康であり、且つ保護者の同意を得ること。 

              参加チームは傷害保険（スポ－ツ安全傷害保険）に必ず加入していること｡ 

       チームの事情による日程変更は一切認めない。学校行事等を確認して申込むこと。全日程

参加可能で、予選リーグのみの参加チームは認めない。 

10 組み合せ：大会事務局において新人戦結果を考慮し決定する。 

11 大会形式：2 グループによるリーグ方式（予選）で実施予定｡（５チーム総当り戦） 

予選１位・２位チームによる決定戦を行い勝者が東北大会へ出場する。 

       ※リーグ順位決定は、勝点合計の多いチ－ムを上位とする。 

       勝点は、勝ち：３点  引分け：１点 負け：０点とする。 

       但し、勝点が同じ場合は、得失点差・総得点数・当該チ－ム間の対戦結果・抽選の順序に



より順位を決定する。 

       優勝チーム決定は決定戦における①得失点、②総得点としそれでも決しない場合は当該チ

ームによるＰＫ戦（3 人）により優勝チームを決める。 

12 競技規定：財団法人日本サッカ－協会競技規則(JFA8 人制サッカー競技規則)による。 

但し、以下の項目については特に本大会用として大会規定を定める。 

（１）プレ－時間：12 分×3 ピリオド ピリオド間のインターバルは 3 分以内とする 

第１ピリオド、第２ピリオドは選手を総替えすること。第３ピリオドは自由 

第 3 ピリオドのサイドはコイントスで決定し、約半分を経過したところでサイドを替える。 

替えるタイミングは審判にゆだねる。 

※極端な身体の不調等の場合を除き、全員必ず１ピリオド以上の時間プレーするものとする     

（２）試合の勝者を決定する方法（３ピリオドで勝敗が決しない場合）予選は引分けとし、決定戦

は延長戦無しＰＫ戦（3 人）により勝者を決める。延長前のインターバルは 5 分、ＰＫ方式

に入る前のインターバルは 1 分。 

（３）交代できる数：第１ピリオドと第２ピリオドは交代を認めない。第３ピリオドは自由な交代

を適用する｡一度退いた競技者も再び出場出来、何回でも交代可能とする。但し、交代の手続

きはサッカ－競技規則第３条に則る。 

（４）サイドコーチ・異議： 

ベンチ（監督、コーチ、スタッフ、役員他）が、判定に対して異議を唱えたり、選手に対し

て罵声などネガティブなコーチングを行い、主審から一度注意を受けた後に再度同様な行為

があった場合は、主審の判断により、退席処分とし、それ以降はベンチからのコーチングは

不可とする。 

（５）警告・退場：通常の競技規則に準ずる。 

但し退場処分になった場合は他の選手を補充し、常に８人でプレーできるものとする 

大会期間中、警告を 2 回受けた者は､次の 1 試合に出場できない｡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、本大会の規律・フェアプ

レー委員会で決定する｡（警告累積等は代表決定戦においても継続する） 

（６）審判員：主審 1 人、予備審判１人で行う。（主審、予備審ともに帯同審判とする） 

（７）ユニフォ－ム：試合に際しては、今大会で認定している正・副２色のユニフォ－ムを用意す

ること。GK のビブス着用は審判判断とする。ユニフォーム色彩は、審判員が通常着用する

黒色と明確に判別できし得るものでなくてはならない。 

（８）登録選手証：参加する選手は、JFA の発行した登録選手証を印刷し持参すること。 

（９） その他：アディショナルタイムの表示は実施しない。飲水はインターバルで行なう。グリー

ンカードの導入。    

13 大会参加料 ： １2、０００ 円 （大会初日に会場で納付。） 

14 参加申込 ： 参加申込書に必要事項を記入の上、12 月 28 日（土）まで大会事務局（競技部長 齋

藤繁夫）にメール（snc17571@nifty.com）にて送付すること。 

※登録選手の変更については、７名を上限に認めることとし、大会当日までに大会事務

局・大会本部に提出すること。 

 


