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立川市サッカー協会

小学生の部　大会要項
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【主　旨】 本協会加盟団体間の交流を図り、選手、指導者、審判の技術向上を図る。

【主　催】 立川市サッカー協会

【主　管】 立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】 2023年4月～6月（詳細は別途案内）

【参加資格】 ［１］小学5年生以下で本協会の登録選手で構成されたチーム

［２］複数チーム参加の場合には該当学年の選手が各チームに過半数以上登録されていること

【参加費】 １チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計8チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 砂川中央地区北多目的運動場、自治大グランド、真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場 他

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。２面の会場では本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　 主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　２０－５－２０分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　 なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は１日１回とし、当該チームの最初の試合開始３０分前までに行なう。

［２］　登録メンバーチェックは行わない。

［３］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィーを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審、副審２名の計３名で行なう。

［２］割り当てられた試合に１チーム２名の審判を責任もって派遣すること。うち最低１名はサッカー審判資格保有者

　　   であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］第１試合のチームは試合開始２０分前から１５分前の５分間ピッチの使用を原則認める。

［５］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［６］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［７］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

［８］大会要項など違反したチーム、団体はその内容によっては処分され、本協会ホームページでその内容を

　　　一定期間告知し、2回目以降は本協会もしくは本小学生の部役員会にて処分内容を決定する。

2023年度　第10回立川市サッカー協会会長杯　要項

2



【主　旨】 本大会は広く市民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して市民の健康増進と向上をはかり、市民生活を明るく

豊かにしようとするものである。

【主　催】 立川市・立川市教育委員会・立川市体育協会

【主　管】 立川市サッカー協会・立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】 2023年9月～11月（詳細は別途案内）

【参加資格】 ［１］小学6年生以下の市内在住、在学の選手で構成されたチーム

　　　ただし、本協会の登録選手が出場する場合には該当加盟団体の同意書を提出すること。

［２］小学6年生以下で本協会の登録選手で構成されたチーム

［３］１クラブ１チームの参加とする。複数チームはエントリーできない。

［４］本協会加盟団体は、本協会招待大会当日、運営に協力できること。

【参加費】 ［１］本協会未加盟団体は１チームにつき　3，000円

［２］本協会加盟団体は１チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計8チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 砂川中央地区北多目的運動場、自治大グランド、真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場 他

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。２面の会場では本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　 主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　２０－５－２０分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は１日１回とし、当該チームの最初の試合開始３０分前までに行なう。

［２］　各日１回、当該チームの最初の試合開始１０分前に登録メンバーチェックを行なう。

［３］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィー、及びそれらの選手にはメダルを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審、副審２名の計３名で行なう。

［２］割り当てられた試合に１チーム２名の審判を責任もって派遣すること。うち最低１名はサッカー審判資格保有者

　　   であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］第１試合のチームは試合開始２５分前から２０分前の５分間ピッチの使用を原則認める。

［５］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［６］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［７］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

［８］大会要項など違反したチーム、団体はその内容によっては処分され、本協会ホームページでその内容を

　　　一定期間告知し、2回目以降は本協会もしくは本小学生の部役員会にて処分内容を決定する。

2023年度　第77回立川市民体育大会　小学生サッカー競技
6年生の部 兼 立川市サッカー協会招待少年サッカー大会予選　要項
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【主　旨】 本大会は広く市民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して市民の健康増進と向上をはかり、市民生活を明るく

豊かにしようとするものである。

【主　催】 立川市・立川市教育委員会・立川市体育協会

【主　管】 立川市サッカー協会・立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】 2023年9月～11月（詳細は別途案内）

【参加資格】 ［１］小学5年生以下の市内在住、在学の選手で構成されたチーム

　　　ただし、本協会の登録選手が出場する場合には該当加盟団体の同意書を提出すること

［２］小学5年生以下で本協会の登録選手で構成されたチーム

［３］複数チーム参加の場合には該当学年の選手が各チームに過半数以上登録されていること

【参加費】 ［１］本協会未加盟団体は１チームにつき　3，000円

［２］本協会加盟団体は１チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計8チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 砂川中央地区北多目的運動場、自治大グランド、真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場 他

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。２面の会場では本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　 　主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　２０－５－２０分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は１日１回とし、当該チームの最初の試合開始３０分前までに行なう。

［２］　各日１回、当該チームの最初の試合開始１０分前に登録メンバーチェックを行なう。

［３］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィー、及びそれらの選手にはメダルを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審、副審２名の計３名で行なう。

［２］割り当てられた試合に１チーム２名の審判を責任もって派遣すること。うち最低１名はサッカー審判資格保有者

　　   であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］第１試合のチームは試合開始２５分前から２０分前の５分間ピッチの使用を原則認める。

［５］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［６］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［７］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

［８］大会要項など違反したチーム、団体はその内容によっては処分され、本協会ホームページでその内容を

　　　一定期間告知し、2回目以降は本協会もしくは本小学生の部役員会にて処分内容を決定する。

2023年度　第77回立川市民体育大会　小学生サッカー競技
5年生の部要項
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【主　旨】 本大会は広く市民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して市民の健康増進と向上をはかり、市民生活を明るく

豊かにしようとするものである。

【主　催】 立川市・立川市教育委員会・立川市体育協会

【主　管】 立川市サッカー協会・立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】 2023年4月～6月（詳細は別途案内）

【参加資格】 ［１］小学4年生以下の市内在住、在学の選手で構成されたチーム

　　　ただし、本協会の登録選手が出場する場合には該当加盟団体の同意書を提出すること。

［２］小学4年生以下で本協会の登録選手で構成されたチーム

［３］複数チーム参加の場合には該当学年の選手が各チームに過半数以上登録されていること

【参加費】 ［１］本協会未加盟団体は１チームにつき　3，000円

［２］本協会加盟団体は１チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計8チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 砂川中央地区北多目的運動場、自治大グランド、真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場 他

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。２面の会場では本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　 主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　１５－５－１５分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は１日１回とし、当該チームの最初の試合開始３０分前までに行なう。

［２］　登録メンバーチェックは行わない。

［３］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィー、及びそれらの選手にはメダルを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審、補助審判の２名で行なう。

［２］割り当てられた試合に１チーム１名もしくは２名の審判を責任もって派遣すること。２名のうち最低１名は

　　   サッカー審判資格保有者であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］第１試合のチームは試合開始２０分前から１５分前の５分間ピッチの使用を原則認める。

［５］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［６］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［７］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

［８］大会要項など違反したチーム、団体はその内容によっては処分され、本協会ホームページでその内容を

　　　一定期間告知し、2回目以降は本協会もしくは本小学生の部役員会にて処分内容を決定する。

2023年度　第77回立川市民体育大会　小学生サッカー競技
4年生の部要項
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【主　旨】 本大会は広く市民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して市民の健康増進と向上をはかり、市民生活を明るく

豊かにしようとするものである。

【主　催】 立川市・立川市教育委員会・立川市体育協会

【主　管】 立川市サッカー協会・立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】 2023年4月～6月（詳細は別途案内）

【参加資格】 ［１］小学3年生以下の市内在住、在学の選手で構成されたチーム

　　　ただし、本協会の登録選手が出場する場合には該当加盟団体の同意書を提出すること。

［２］小学3年生以下で本協会の登録選手で構成されたチーム

［３］複数チーム参加の場合には該当学年の選手が各チームに過半数以上登録されていること

【参加費】 ［１］本協会未加盟団体は１チームにつき　3，000円

［２］本協会加盟団体は１チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計8チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 砂川中央地区北多目的運動場、自治大グランド、真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場 他

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。２面の会場では本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　１５－５－１５分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　 なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は１日１回とし、当該チームの最初の試合開始３０分前までに行なう。

［２］　登録メンバーチェックは行わない。

［３］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィー、及びそれらの選手にはメダルを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審、補助審判の２名で行なう。

［２］割り当てられた試合に１チーム１名もしくは２名の審判を責任もって派遣すること。２名のうち最低１名は

　　   サッカー審判資格保有者であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］第１試合のチームは試合開始２０分前から１５分前の５分間ピッチの使用を原則認める。

［５］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［６］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［７］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

［８］大会要項など違反したチーム、団体はその内容によっては処分され、本協会ホームページでその内容を

　　　一定期間告知し、2回目以降は本協会もしくは本小学生の部役員会にて処分内容を決定する。

2023年度　第77回立川市民体育大会　小学生サッカー競技
3年生の部要項
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【主　旨】 本大会は広く市民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して市民の健康増進と向上をはかり、市民生活を明るく

豊かにしようとするものである。

【主　催】 立川市・立川市教育委員会・立川市体育協会

【主　管】 立川市サッカー協会・立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】
【参加資格】 ［１］小学2年生以下の市内在住、在学の選手で構成されたチーム

　　　ただし、本協会の登録選手が出場する場合には該当加盟団体の同意書を提出すること。

［２］小学2年生以下で本協会の登録選手で構成されたチーム

［３］複数チーム参加の場合には該当学年の選手が各チームに過半数以上登録されていること

【参加費】 ［１］本協会未加盟団体は１チームにつき　3，000円

［２］本協会加盟団体は１チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計8チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 明治安田TACHIKAWAフィールド

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ピッチ】

［１］　明治安田TACHIKAWAフィールドのピッチサイズは縦32m、横24.2m。その他の場合は会場に合わせる。ゴールはミニゴールを使用。

［２］　ペナルティエリアはＲ＝６ｍ、ペナルティマーク=６ｍ、センターサークルＲ＝３ｍ。ゴールエリアはペナルティエリアと兼ねる。

　　　 フリーキック、ゴールキック、コーナーキック時に相手競技者は４ｍ以上離れる。

【ボール】

　　　明治安田TACHIKAWAフィールドにおいてはフットサル３号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。本部にて準備する。

【競技者の数】

　　　５人制による競技とする。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、ベンチ前にて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　 主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは禁止とする。すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　１０－３－１０分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。決勝戦のみ５分の延長戦を行ない、なお決定しない場合には

　　　ＰＫ方式にて勝敗を決定する。

【オフサイド】

　　　オフサイドは採用しない。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は不要とする。

［２］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィー、及びそれらの選手にはメダルを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審のみ１名で行なう。

［２］割り当てられた試合に審判を責任もって派遣すること。派遣する審判はサッカー審判資格保有者であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［５］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［６］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

［７］大会要項など違反したチーム、団体はその内容によっては処分され、本協会ホームページでその内容を

　　　一定期間告知し、2回目以降は本協会もしくは本小学生の部役員会にて処分内容を決定する。

2023年10月～11月（詳細は別途案内）

2023年度　第77回立川市民体育大会　小学生サッカー競技
2年生の部要項
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【主　旨】 本大会は広く市民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して市民の健康増進と向上をはかり、市民生活を明るく

豊かにしようとするものである。

【主　催】 立川市・立川市教育委員会・立川市体育協会

【主　管】 立川市サッカー協会・立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】
【参加資格】 ［１］小学1年生の市内在住、在学の選手で構成されたチーム

　　　ただし、本協会の登録選手が出場する場合には該当加盟団体の同意書を提出すること。

［２］小学1年生で本協会の登録選手で構成されたチーム

　　　注） 未就学児は参加することはできない。

【参加費】 ［１］本協会未加盟団体は１チームにつき　3，000円

［２］本協会加盟団体は１チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計４チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 明治安田TACHIKAWAフィールド

【競技規則】 以下の項目以外は、2021/2022年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ピッチ】

［１］　明治安田TACHIKAWAフィールドのピッチサイズは縦32m、横24.2m。その他の場合は会場に合わせる。ゴールはミニゴールを使用。

［２］　ペナルティエリアはＲ＝６ｍ、ペナルティマーク=６ｍ、センターサークルＲ＝３ｍ。ゴールエリアはペナルティエリアと兼ねる。

　　　 フリーキック、ゴールキック、コーナーキック時に相手競技者は４ｍ以上離れる。

【ボール】

　　　明治安田TACHIKAWAフィールドにおいてはフットサル３号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。本部にて準備する。

【競技者の数】

　　　５人制による競技とする。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、ベンチ前にて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　 主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは禁止とする。すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　１０－３－１０分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。決勝戦のみ５分の延長戦を行ない、なお決定しない場合には

　　　ＰＫ方式にて勝敗を決定する。

【オフサイド】

　　　オフサイドは採用しない。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は不要とする。

［２］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィー、及びそれらの選手にはメダルを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審のみ１名で行なう。

［２］割り当てられた試合に審判を責任もって派遣すること。派遣する審判はサッカー審判資格保有者であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［５］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［６］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

［７］大会要項など違反したチーム、団体はその内容によっては処分され、本協会ホームページでその内容を

　　　一定期間告知し、2回目以降は本協会もしくは本小学生の部役員会にて処分内容を決定する。

2023年度　第77回立川市民体育大会　小学生サッカー競技
1年生の部要項

2023年10月～11月（詳細は別途案内）

8



【主　旨】 小学生の課外クラブの練習成果を発揮させると共に、小学生の健康・体力の維持、健全育成を図る。

【主　催】 立川市体育協会

【主　管】 立川市サッカー協会・立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】
【参加資格】 ［１］小学4年生以下の市内在住、在学の選手で構成されたチーム

　　　ただし、本協会の登録選手が出場する場合には該当加盟団体の同意書を提出すること。

［２］小学4年生以下で本協会の登録選手で構成されたチーム

［３］複数チーム参加の場合には該当学年の選手が各チームに過半数以上登録されていること

【参加費】 ［１］本協会未加盟団体は１チームにつき　3，000円

［２］本協会加盟団体は１チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計8チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 砂川中央地区北多目的運動場、自治大グランド、真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場 他

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。２面の会場では本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　 主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　１５－５－１５分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は１日１回とし、当該チームの最初の試合開始３０分前までに行なう。

［２］　各日１回、当該チームの最初の試合開始１０分前に登録メンバーチェックを行なう。

［３］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィーを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審、補助審判の２名で行なう。

［２］割り当てられた試合に１チーム１名もしくは２名の審判を責任もって派遣すること。２名のうち最低１名は

　　   サッカー審判資格保有者であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］第１試合のチームは試合開始２０分前から１５分前の５分間ピッチの使用を原則認める。

［５］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［６］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［７］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

［８］大会要項など違反したチーム、団体はその内容によっては処分され、本協会ホームページでその内容を

2023年12月～2024年2月（詳細は別途案内）

2023年度　第37回立川市クラブ交流大会　サッカー競技
4年生の部要項
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【主　旨】 小学生の課外クラブの練習成果を発揮させると共に、小学生の健康・体力の維持、健全育成を図る。

【主　催】 立川市体育協会

【主　管】 立川市サッカー協会・立川市サッカー協会小学生の部

【日　程】
【参加資格】 ［１］小学3年生以下の市内在住、在学の選手で構成されたチーム

　　　ただし、本協会の登録選手が出場する場合には該当加盟団体の同意書を提出すること。

［２］小学3年生以下で本協会の登録選手で構成されたチーム

［３］複数チーム参加の場合には該当学年の選手が各チームに過半数以上登録されていること

【参加費】 ［１］本協会未加盟団体は１チームにつき　3，000円

［２］本協会加盟団体は１チームにつき　3，000円

【方　式】 参加チームを抽選により各ブロックに分けグループリーグを行ない、その成績上位計8チームによる決勝トーナメントを

行なう。ただし諸事情により変更する場合がある。

【会　場】 砂川中央地区北多目的運動場、自治大グランド、真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場 他

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」ならびに本小学生の部「大会運営規定

大綱」に準ずる。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。２面の会場では本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　１５－５－１５分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　 なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は１日１回とし、当該チームの最初の試合開始３０分前までに行なう。

［２］　各日１回、当該チームの最初の試合開始１０分前に登録メンバーチェックを行なう。

［３］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大５名までとし、最低２名の指導者または保護者を必須とする。内１名は父兄

　　　 などの社会常識のある成人であればよい。指導者資格の有無は問わない。選手のベンチ入り人数に制限は無いが、本大会に登録

        済みであること。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝及び第３位チームにはトロフィーを授与する。

［２］優勝、準優勝、第３位及び第４位チームには賞状を授与する。

【審  判】 ［１］主審、補助審判の２名で行なう。

［２］割り当てられた試合に１チーム１名もしくは２名の審判を責任もって派遣すること。２名のうち最低１名は

　　   サッカー審判資格保有者であること。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始2時間30分前までに決定し、変更のある場合のみ本協会ホームページ

　　　にて告知する。ただし、現地集合後の変更決定もありうる。

［２］会場準備は、会場責任チームが中心となり、第１，第２試合のチームから各２名以上派遣すること。遅くとも第１

　　　試合開始の１時間前集合を原則とするが、変更の場合は事前に代表者に連絡する。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］第１試合のチームは試合開始２０分前から１５分前の５分間ピッチの使用を原則認める。

［５］試合においては各チームで応急処置の用具を準備すること。

［６］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。駐車台数ならびに駐車スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず

　　　「駐車票」を掲示すること。

［７］後片付けは最終試合のチームが本部の指示に従い行なうこと。

2023年12月～2024年2月（詳細は別途案内）

2023年度　第37回立川市クラブ交流大会　サッカー競技
3年生の部要項
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【主　旨】 本小学生の部のトレーニングセンター活動の一環と、近隣の区市町村の選抜チームの選手と親睦を図ると共に、青少年の

健全な心身の育成と技術の向上を図る。

【主　催】 立川市サッカー協会

【主　管】 立川市サッカー協会小学生の部

【協　賛】 明治安田生命相互会社

【日　程】 2023年12月16,17日

【参加資格】 ［１］各区市町村協会公認の選抜チーム

［２］小学6年生以下で構成されたチーム

【参加費】 5，000円

【方　式】 ［１］初日は参加12チームを四分しグループリーグを行なう。２日目は初日の各リーグの同順位により、４チームづつによる

　　　順位トーナメントを行なう。

      　シルバートーナメント、ブロンズトーナメントの初戦敗者同士のフレンドリーマッチは同点の場合引き分けとする。

［２］初日が中止の場合には、翌日に1日開催の試合時間15-3-15分のトーナメント方式で行う。

　　　その際フレンドリーマッチについては同点の場合引き分けとする。

【会　場】 真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場、予備は砂川中央地区北多目的運動場

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」による。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　 　主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　２０－５－２０分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　 　なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は不要とする。

［２］　メンバーチェックは行わない。事前にチームにおいてスパイク、すねあて、爪のチェックをすること。

［３］　試合前に各ベンチ前で用具チェックを行なう。

［４］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大３名までとする。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝、3位チームにトロフィ、全チーム（1日開催の場合は上位4チーム）に賞状を授与する。

［２］上位8チームから各チーム1名の優秀選手計8名にメダルを授与する。各チームにおいて選考をする。

［３］2日目のブロンズトーナメント終了後に、当該の4チームは表彰式を行なう。  

【審  判】 ［１］主審と副審2名の計3名で行なう。

［２］原則として、主審は本協会にて行なう。副審を各チームより派遣をする。

［３］真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場は、審判員をはじめとして大人はスパイク禁止とする。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始3時間前までに決定し、連絡代表者に告知をし、本協会ホームページ上

　　　でも告知する。

［２］会場準備ならびに後片付けは、本協会小学生の部がとり行なう。

［３］応援は定められた場所で行うよう各チームで指導すること。

［４］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。特に各チームの責任で駐車制限台数と駐車スペースを

　　　守り（路上駐車厳禁）、必ず「駐車票」を掲示すること。

2023年度　第19回明治安田生命立川市選抜招待少年サッカー大会　要項
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【主　旨】 本協会加盟団体の選手が、立川市内外のチームの選手と親睦を図ると共に、青少年の健全な心身の育成と技術の向上を図る。

【主　催】 立川市サッカー協会

【主　管】 立川市サッカー協会小学生の部

【協　賛】 明治安田生命相互会社

【日　程】 2024年1月6,7日

【参加資格】 ［１］本年度立川市民体育大会における上位8クラブの本協会加盟団体チームで、大会当日運営に協力できること

［２］本協会小学生の部が協議し招待する他区市町村のチーム

［３］小学6年生以下で構成されたチーム

【参加費】 5,000 円。本協会加盟チームは無料。

【方　式】 ［１］初日は参加16チームを四分しグループリーグを行なう。２日目は初日の各リーグ上位２チームづつ、計８チームによる

　　　決勝トーナメントを行なう。かつ１回戦の敗者によるトーナメント戦も行なう。

［２］初日が中止の場合には、翌日に1日開催で試合時間15-3-15分のトーナメント戦で行なう。かつ１回戦の敗者による

　　　トーナメント戦も行なう。別途行なうフレンドリーマッチは同点の場合には引き分けとする。

【会　場】 砂川中央地区北多目的運動場、真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場 他

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」による。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。２面の会場では本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　２０－５－２０分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は不要とする。

［２］　メンバーチェックは行わない。事前にチームにおいてスパイク、すねあて、爪のチェックをすること。

［３］　試合前に各ベンチ前で用具チェックを行なう。

［４］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大３名までとする。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝、3位チームにトロフィ、上位8チームに賞状を授与する。

［２］上位8チームから各チーム1名の優秀選手計8名にメダルを授与する。各チームにおいて選考をする。 

【審  判】 ［１］主審と副審2名の計3名で行なう。

［２］原則として、グループリーグにおいては各チームより帯同審判1名もしくは2名の派遣をする。

［３］決勝トーナメントでは、主審は本協会にて行なう。各チーム副審1名の派遣をする。　

［４］真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場は、審判員をはじめとして大人はスパイク禁止とする。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始3時間前までに決定し、連絡代表者に告知をし、本協会ホームページ上

　　　でも告知する。

［２］会場準備ならびに後片付けは、本協会小学生の部がとり行なう。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］応援は定められた場所で行うよう各チームで指導すること。

［５］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。特に各チームの責任で駐車制限台数と駐車スペースを

　　　守り（路上駐車厳禁）、必ず「駐車票」を掲示すること。

［６］ 砂川中央地区北多目的運動場をはじめ、公共施設の施設内は全て禁煙とする。

2023年度　第33回明治安田生命土方一成杯
立川市サッカー協会招待少年サッカー大会　要項
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【主　旨】 本小学生の部のトレーニングセンター活動の一環と、近隣の区市町村の選抜チームの選手と親睦を図ると共に、青少年の

健全な心身の育成と技術の向上を図る。

【主　催】 立川市サッカー協会小学生の部

【主　管】 立川市サッカー協会小学生の部　技術指導委員会

【協　賛】 明治安田生命相互会社

【日　程】
【参加資格】 ［１］各区市町村協会公認の選抜チーム

［２］小学5年生以下で構成されたチーム

【参加費】 5，000円

【方　式】 ［１］参加６チームを二分しグループリーグを行い、各リーグ上位２チームずつ計４チームによる決勝トーナメントを行なう。

［２］各リーグの3位同士によるフレンドリーマッチを行なう。同点の場合には引き分けとする。

【会　場】 真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場

【競技規則】 以下の項目以外は、2022/2023年度ＪＦＡ「サッカー競技規則」及び「８人制サッカー競技規則」による。

【ボール】

　　　４号球を使用、空気圧は０．８気圧とする。本部にて準備する。

【競技者の数】

［１］　８人制による競技とする。試合開始時には、両チームはフィールド上に８人の競技者が必要となる。両チームとも８人いなければ

　　　 試合は開始されない。

［２］　試合の進行中に、一方または両方のチームがフィールドに８人いない場合でも、試合は続行される。

［３］　試合終了時、フィールドに６人未満の場合は、試合は不成立となる。

［４］　競技者が退場を命じられた場合、当該チームは競技者を補充できる。

【競技者の交代】

［１］　再交代（交代して退いた競技者の再出場）は認められる。

［２］　フィールドプレイヤーはインプレー中でも、交代ゾーンにて自由に交替ができる。ただしゴールキーパーはアウトオブプレー中に

　　　 主審の許可を得て行なう。

【競技者の用具】

［１］　スパイクは固定式のみとする。また、すね当ては必ず着用のこと。

［２］　ユニフォームは色の異なる(正副)２着を用意することが望ましい。やむを得ずそろわない場合はビブスを用意する等の準備をすること。

【試合時間】

　　　グループリーグは１５－５－１５分。その他の試合は２０－５－２０分。ただし、状況により短縮する場合がある。

【試合結果の決定】

［１］　リーグ戦において同点の場合は引き分けとする。

［２］　トーナメント戦において同点の場合は３人づつのPK方式とする。ただし、決勝戦のみ前・後半それぞれ５分ずつの延長戦を行ない、

　　　なお決定しない場合にはPK方式により勝敗を決定する。

【大会細則】 【 リーグ戦における勝点 】

　　　勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点

【 リーグ戦における順位の決定 】

　　　勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし勝点が同じ場合は、①得失点差、②総得点、③当該チームの対戦成績、

       ④警告の数、⑤コイントス　の順序により順位を決定する。

【警告・退場】

［１］　退場、退席処分を受けた者は、次の試合（本大会）に出場、ベンチ入りすることは出来ない。

［２］　大会中の累積警告が２回に達した場合も上記と同処置とする。

【試合開始前手続き】

［１］　メンバー表の提出は不要とする。

［２］　メンバーチェックは行わない。事前にチームにおいてスパイク、すねあて、爪のチェックをすること。

［３］　試合前に各ベンチ前で用具チェックを行なう。

［４］　試合毎にベンチに入ることができるチーム役員は、最大３名までとする。

【表　彰】 ［１］優勝、準優勝、第3位、第4位チームにトロフィ、賞状を授与する。

［２］各チームより1名の優秀選手計6名にメダルを授与する。各チームにおいて選考をする。  　

【審  判】 ［１］主審と補助審判の2名で行なう。

［２］主審は本協会にて行なう。補助審判を参加チームより派遣をする。

［３］真如ヤーナ芝生ひろばサッカー場は、審判員をはじめとして大人はスパイク禁止とする。

【その他】 ［１］悪天候による中止等は、当日の第１試合開始3時間前までに決定し、連絡代表者に告知をし、本協会ホームページ上

　　　でも告知する。

［２］会場準備ならびに後片付けは、本協会小学生の部がとり行なう。

［３］第１試合開始３０分前に本部にて代表者ミーティングを行なう。

［４］応援は定められた場所で行うよう各チームで指導すること。

［５］「会場の注意事項・禁止事項」を把握すること。特に各チームの責任で駐車制限台数と駐車

　　　スペースを守り（路上駐車厳禁）、必ず「駐車票」を掲示すること。

2024年2月4日

2023年度　第13回明治安田生命立川市サッカー協会トレセン
U-11ゴールデンカップ要項
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カテゴリー

同年度立川市民体育大会の上位２クラブ

６年

６年

６年

５年

４年

３年

２年

同年度立川市民体育大会の上位２クラブ

前年度立川市クラブ交流大会５年の部の上位２クラブ

同年度立川市サッカー協会会長杯の上位２クラブ

前年度立川市クラブ交流大会３年の部の上位２クラブ

前年度立川市民体育大会２年の部の上位２クラブ

前年度立川市民体育大会１年の部の上位２クラブ

2023年度　市内大会と近隣地域招待大会におけるシード
ならびに推薦出場チーム

シード・推薦出場チーム要件大会名

立川市民体育大会

前年度立川市クラブ交流大会４年の部の上位２クラブ

２年

６年

多摩川流域少年大会

５年

４年

３年

立川市サッカー協会会長杯

立川市クラブ交流大会

日野市招待大会

中央大学スポーツ大会

多摩川杯昭島市招待大会

多摩市招待大会

立川市サッカー協会招待大会

６年

４年

フリー抽選

フリー抽選

同年度立川市民体育大会の優勝チームのクラブ

同年度立川市民体育大会エントリークラブの中から抽選で選出

同年度立川市民体育大会の上位８クラブ

フリー抽選
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