
２０２１山形県Ｕ－１０（ナカジマＳＰ杯）サッカー大会 実施要項

１ 主 催

NPO 法人山形県サッカー協会

２ 主 管

山形県サッカー協会４種委員会/米沢地区サッカー協会４種委員会

３ 後 援

ナカジマスポーツ・ダービースタージャパン

４ 目 的

山形県内の少年サッカーの技術向上とサッカーを通した心身の健全な育成，県内各地域との交流に

よる親睦を図る。

５ 期 日

  ２０２１年７月１０日（土）～７月１１日（日）

６ 会 場

  米沢市営人工芝サッカーフィールド

７ 参加資格

（1） 公益財団法人日本サッカー協会（以下，「本協会」という）第４種に加盟登録し，スポー

ツ傷害保険等に加入していること。

（2） 小学４年生以下の単一チームで構成されていること。

（3） 上記団体（チーム）に所属する選手であり，本協会発行の登録選手証を有する者。引率指

導者は本人の写真添付により顔の認証ができる登録選手証を持参し，当日本部にて確認を

受けること。

※選手登録証とはＪＦＡＷＥＢシステム「ＫＩＣＫＯＦＦ」から出力した選手証・登録選

手一覧を印刷したもの，または，各種端末（スマートフォンやタブレット型，ＰＣ等）

の画面に表示したものを指す。

（4） 引率指導者は，参加チームを掌握指導する責任ある指導者であること。また，ベンチ入り

するチーム役員は３名以内とし，その中の１名以上は本協会公認指導者資格（Ｄ級以上）

を有すること。   尚，本協会公認指導者資格（Ｄ級以上）を有する指導者は公認指導

者ライセンス証を持参すること。

※公認指導者ライセンス証とはＪＦＡ ＷＥＢシステム「ＫＩＣＫＯＦＦ」から出力した公

認指導者ライセンス証を印刷したもの，または，各種端末（スマートフォンやタブレッ

ト型，ＰＣ等）の画面に表示したものを指す。

（5） 本大会は「ＪＦＡサッカー活動の再開に向けたガイドライン」及び「試合の開催につい

て」を適用し開催する。参加チームは大会本部が示す各種ガイドライン等をチーム関係者

に周知するとともに，遵守すること。参加チームは「新型コロナウイルス感染拡大防止チ

ェックリスト」を１部（米沢市営人工芝サッカーフィールド用当日受付時配布。監督会議

時回収します。）「米沢市営人工芝サッカーフィールド用 参加者健康チェック表（チー

ム用）」を２部作成し，監督会議までに大会本部に提出すること。なお，「米沢市営人工

芝サッカーフィールド用 参加者健康チェック表（チーム用）」は，選手，指導者の他，

観戦する保護者等用も作成すること。

８ 参加チーム

  県内各地区の予選を勝ち抜いた計２４チーム

９ チーム構成

  引率指導者３名以内（監督１名，コーチ２名以内），選手１６名以内とする。

10 組合せ

  別途組合せの通りとする。

11 競技規則

（１）「サッカー競技規則２０２０/２１」及びＪＦＡ「８人制サッカールールと審判法」の「８人

制サッカールール」によるが，詳細は委員会で決定する。

（２）選手登録は１６名以内とし，１チーム８人の競技者によって行われる。

   （８人に満たない場合は試合を行わず，敗戦（０－５）したものとみなす。）

（３）登録できる交代要員及び交代の最大人数は８人とし，交代して退いた競技者は交代要員とな

り，再び出場することができる。交代の回数は制限されない。



（４）ゴールキーパーは，事前に主審に通告した上で，試合の停止中に入れ替わることができる。

（５）試合中，不慮の事故等で選手が６名以下になった場合は試合を中止し，棄権（０－５）とす

る。

（６）試合球（ダービースター製４号球）大会本部で準備する。

（７）グラウンドの広さは６８ｍ×５０ｍとし，ゴールは少年用を使用する。

（８）アディショナルタイムは表示しない。

（９）暑熱下においては，前半・後半の中程に飲水タイムを採用する。

12 警告・退場

（1） 競技者が退場を命じられた場合，その競技者のチームは交代要員の中から競技者を補充する

ことができる。主審は競技者が補充されようとしている間は試合を停止する。

（2） 本大会において退場を命じられた競技者は，本大会の次の１試合に出場できず，それ以降の

処置については大会規律委員会で決定する。

（3） 本大会の異なる試合において警告を２回受けた競技者は，本大会の次の１試合に出場できな

い。

（4） その他，詳細については大会規律委員で審議し当該チーム及び選手に通知する。

（5） チーム役員が判定に対して執拗かつ過剰に異議を唱えた場合，また，選手に対して罵声等の

ネガティブなコーチングを行った場合，主審は競技規則に則りその役員に対して警告又は退

場の懲戒を与えることができる。

13 試合方法

（1） 試合時間は前半・後半とも１５分間とし，ハーフタイムのインターバルは５分間とする。

（2） 予選リーグ

全２４チームを３チーム毎に８ブロックに分け，リーグ戦を行う。リーグ戦の順位決定方法

は勝ち点（勝３点，分１点，負０点）の合計が多い順に１位～３位を決定する。勝ち点が同

じ場合，得失点差，総得点，当該チームの対戦成績で決定し，それでも並んだ場合にはＰＫ

で順位を決定する。リーグ戦でブロック１位になったチームが２日目の決勝トーナメントに

進出する。

（3） 決勝トーナメント

各リーグ（ブロック）の１位による決勝トーナメントを行う。規定の試合時間内に勝敗が決

しない場合はＰＫ方式により勝者を決定する。ＰＫ戦は３人で行い，その後はサドンデスと

する。ただし，決勝戦のみ１０分（全後半５分ずつ）の延長戦を行い，それでもなお，勝敗

が決しない場合にＰＫ方式により勝者を決定する。

（4） 決勝戦に進出した２チームに山形県代表として東北大会への出場権を与える。

（5） ベンチサイドでの応援は禁止する。

（6） ベンチはコートに向かって左が，予選リーグにおいては若い番号とする。代表決定戦におい

てはトーナメント表の左を，コートに向かって左とする。

（7） 一人審判制を採用し，予備審判を１名置く。審判員は帯同とする。

14 表 彰

優勝（賞状・優勝カップ）   準優勝（賞状）   第３位（賞状）   第４位（賞状）

15 参加申込及び連絡先

   参加チームは大会用プログラムメンバー表を，６月２４日（金）１８：００【期限厳守】まで

に，下記宛に連絡すること。

  ・提出先 e-mail yone.phoenix@gmail.com
  ・連絡先 米沢地区サッカー協会４種委員会事務局 川上琢也 ０８０－３１９３－１７４６

16 参加費

  １チーム５，０００円（大会当日納入願います。）

17 その他

（1） ＪＦＡ「ユニフォーム規定」に則った正副のユニフォームを用意すること。選手番号につい

ては，参加選手ごとに大会に登録されたものを使用する。ただし，背番号は１～９９番とす

る。

（2） １日目の予選リーグは、各チーム帯同審判２名（内１名は３級以上の資格を有する者）を準

備すること。２日目の決勝トーナメントは、出場各チーム３級以上の帯同審判１名を準備す

ること。帯同審判については，担当試合前に大会本部に審判証を提示して本人確認を行う。



※審判証とはＪＦＡ ＷＥＢシステム「ＫＩＣＫＯＦＦ」から出力した審判証を印刷したもの，

または，各種端末（スマートフォンやタブレット型，ＰＣ等）の画面に表示したものを指

す。

（3） 本大会の実施に関して，実施要項に定めない事項については大会本部が最終的に決定するも

のとする。また，不測の事態が発生した場合には，大会本部で協議し最終的に判断する。

（4） 本大会参加中は試合中に限らず，人道的に不可解な言動や暴力，暴言等があった場合，大会

規律委員会にて事実を確認し処分の対象とする。

18 負傷者等に対しての対応と災害発生に対する措置について

（1） 大会中における怪我等については各チームの責任に帰するものとする。

（2） 災害等が発生した場合には，施設管理者（米沢市営人工芝サッカーフィールド）の指示及び

災害対応マニュアルに従い避難する。

19 監督会議及び競技開始

  ７月１０日（土）  ８：３０ 監督会議（ＡＢＣＤブロック米沢ＳＦ東コートで行う。）

            ９：３０ 競技開始 ※開会式は行わない。

  ７月１０日（土） １２：３０ 監督会議（ＥＦＧＨブロック米沢ＳＦ東コートで行う。）

           １３：３０ 競技開始 ※開会式は行わない。

  ７月１１日（日）  ９：００ 監督会議（米沢ＳＦ東コート本部前で行う。）

           １０：００ 競技開始

20 閉会式及び表彰式

７月１１日（日）決勝戦終了後，大会本部前にて行う。

《大会役員》

大会会長      桂木 聖彦 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会会長）

大会副会長     加藤 晶宏 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会米沢地区会長）

          岸  慎一 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会山形地区会長）

          市川  清 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会新庄地区会長）

          矢口 伸一 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会酒田地区会長）

          鈴木 秀夫 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会長井地区会長）

          佐藤 利浩 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会鶴岡地区会長）

          相田 健太郎（株式会社モンテディオ山形代表取締役社長）

          渡辺  諭 （ナカジマスポーツ代表）

大会委員長     石原 和実 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会専務理事）

大会副委員長    東海林明雄 （ＮＰＯ法人山形県サッカー協会４種委員長）

大会委員      木崎 博昭   鳥羽 俊正   宮下 守   沼澤 祐二   阿部 三



成   

          堀米 雄一郎  今井 貴志  金子 清美  吉田 浩昭

《競技役員》

競技委員長     東海林明雄

競技副委員長    宮下  守   沼澤 祐二   阿部 三成   堀米 雄一郎  今井

貴志

競技委員      米沢地区サッカー協会４種委員会

審判委員長     木崎 博昭

審判副委員長    菱沼 健一

審判委員      佐藤 紀孝   土屋 俊輔   伊藤 道田   芳賀 統一   野口

良輔

          山木 雄斗   参加チーム帯同審判

規律・裁定委員長  伊藤 陽介

規律・裁定副委員長 川越  進   結城 勝彦

規律・裁定委員    東海林 明雄  菱沼 健一    宮下 守    沼澤 祐二   阿部 三

成  

堀米 雄一郎  今井 貴志

技術委員長     鳥羽 俊正

技術副委員長    後藤 信幸

技術委員      菊地 祐介   大築  誠   渡部 明広    菅  雄輔   菅原

祐樹

          大沼 久一

総務委員長     川上 琢也

総務副委員長    仁瓶 孝嗣   新野 雅之   荒井 正浩

記録報道委員長   木内 淳一

記録報道副委員長  川上 琢也

会場係       米沢地区サッカー協会４種委員会

救護係       米沢地区サッカー協会４種委員会


