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FC アミスター創立 25 周年記念大会 大会要項 

1. 大会名 FC アミスター創立 25 周年記念大会(U-10) 

 

2. 主 旨 FC アミスターは、今年度をもちまして創設 25 周年を迎えることになりま

した。これも皆様方のご支援ご愛顧の賜と心より感謝し、U-10 年代の試

合を通じ技術の向上、普及、交流を目的として FC アミスター創立 25 周年

記念大会を開催いたします。 

 

3. 主 催 FC アミスター 

 

4. 大会期日 平成 31 年 4 月 7 日(日) 

予備日 未定 

 

5. 開催場所 我孫子市ゆうゆう公園 少年サッカー場 

http://abispo.jp/facility/yuyu/yuyu-soccer 

 

6. 集 合 8 時 30 分 

 

7. 参加資格  

(1) サッカー協会第４種委員会に登録するチーム 

(2) スポーツ障害保険に加入済みであること 

(3) 選手は必ず保護者の同意を得、チームがその承諾を確認していること 

(4) 各学年に責任者 (引率者) が帯同すること 

(5) 審判の出来る者が必ず帯同すること 

 

8. 競技規則 本大会は、全て日本サッカー協会・ルールに基づき運営する。ここで、本

大会における注意事項を、第 13 項に特記事項として列記する。 

 

9. 審 判  

(1) 審判は、【時間割・審判表】による。 

(2) 原則、審判は審判服を着用する。 

(3) 審判は、資格保有者とする。 

 

10. 参加費用 1 チームにつき 3,000 円(当日朝受付にて支払) 

 

11. 表 彰 全団にトロフィーあるいは盾 

優秀選手賞：各チームより 1 名選出（盾） 

※選出方法は、順位決定戦の相手側のチーム監督(代表者)により選出する。 
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12. チーム数  

チーム名 市 チーム名 市 

FC アミスター 我孫子市 岡田 FC 牛久市 

新浜 SC 市川市 福田 SC 野田市 

初石 SC 流山市 成田ボレイロ 成田市 

 

13. 本大会における特記事項 

(1) 小学 4 年生以下のメンバーで構成されたチームとする。 

(2) 1 チームはキーパーを含めた 8 人により構成されるものとする。 

(3) 6 名以上で試合成立とし、これに満たない場合は棄権試合とする。 

(4) １試合に出場できる選手は、制限しない。メンバー表提出は不要。 

(5) 交代は何回でも自由とする。 

(6) 予選の各ブロックは、３チームによるリーグ戦とする。 

(7) 各ブロックの順位同士で対戦し、順位決定戦を行う。 

(8) ブロック内での順位は、次の方法により決定。 

① 勝点（勝ち３、引分け１、負け０） 

② 得失点差 

③ 総得点 

④ 当該チーム同士での勝敗結果 

⑤ ＰＫ戦（1 人目からサドンデス方式） 

(9) 順位(トーナメント)決定戦において、試合終了時点で同点であった場合は

３名ずつによるＰＫ戦（4 人目以降は、サドンデス）とする。 

(10) サブユニフォームを各チーム用意すること。 

(11) 長袖アンダーシャツを着用する場合は、チームで統一すること。 

(12) スパイクシューズの着用は可。ただし、副審はスパイクシューズの使用

は禁止とする。 

(13) 不参加、あるいは退場などの事由により棄権試合となった場合、対戦 

結果を“５‐０”とする。 

(14) 予選リーグ試合時間は 45 分（１2 分－１2 分－１５分）とし、インター

バルは第１・第２ピリオドは総入れ替えに要する時間のみ。第２・３ピ

リオド間は５分とする。 

順位決定戦は 15 分ー（5 分）－15 分、PK は 1 本目からサドンデス方式

となります。 

※第１ピリオドと第２ピリオド選手総入替え、第３ピリオドは交代自由。

ベンチ入り選手は１５分以上出場すること。 

※※特にメンバー表等の提出の必要はございません。 

※※※1 ピリオドと 2 ピリオドはロスタイムは設けない。但し、けが人

等著しく進行が遅れた場合は、主審の判断のもとロスタイムを取る事が

できる。 

(15) ピッチコートは、68×50m で行う。 

(16) プレーヤーズファーストで、審判へのリスペクトを忘れずに！ 
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14. 開会式 開始時間 8 時 50 分 

 

式次第  開式のことば 

     アミスター代表挨拶 

     競技上の注意 

     閉式のことば 

 

15. 閉会式 開始時刻 全試合終了後 

 

式次第  開式のことば 

     成績発表 

     表 彰 

     講 評 

     閉式のことば 

 

16. その他 

(1) 大会中止、延期の場合は、当日 7 時までに連絡する。 

(2) ピッチコンディションが悪い場合、市の判断により直前で大会が中止 

あるいは延期になることがある。 

(3) 怪我、事故等の対処は当該チームが責任を持って履行すること。 

(4) 車は１チーム 6 台までとし、所定の場所に駐車すること。 

※追加が必要な際は事務局までお問い合わせください。 

(5) 会場付近での路上駐車は厳禁とする。 

(6) ゴミ等は、持ち帰り願います。 

(7) 会場は、禁煙となっております。指定場所で喫煙下さい。 

 

17. 医 務 アビコ整形外科病院   電話：04-7184-7321 

   JA とりで総合医療センター 電話：0297-74-5551 

 

18. 事務局 FC アミスター創立 25 周年記念大会事務局 

    

   原健太郎 電話 080-8827-2865 

     小久保栄治  電話 080-5434-5772 
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FC アミスター創立 25 周年記念大会 U-10 

(予選リーグ組み合わせ表) 

 

グループ A       

  岡田 FC 福田 SC 成田ﾎﾞﾚｲﾛ 勝ち点 得点 失点 順位 

岡田 FC    ① ③         

福田 SC     ⑤         

成田ﾎﾞﾚｲﾛ               

            

グループ B          

  FC ｱﾐｽﾀｰ 新浜 SC 初石 SC 勝ち点 得点 失点 順位 

FC ｱﾐｽﾀｰ    ② ④         

新浜 SC     ⑥         

初石 SC               

 

 

(順位決定戦組み合わせ表) 

 

第 7 試合 A3 位  vs  B3 位 

 

第 8 試合 A2 位  vs  B2 位 

 

第 9 試合 A1 位  vs  B1 位 
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 (時間割、審判表) 

 

  開始 終了 対戦相手 審判(主副/四) 

1 9:15 10:00 岡田 FC vs 福田 SC 
成田ボレイロ 

/アミスタ・新浜 

2 10:05 10:50 FC アミスター vs 新浜 SC 
初石 FC 

/岡田・ボレイロ 

3 10:55 11:40 岡田 FC vs 成田ボレイロ 
福田 SC 

/アミスタ・初石 

4 11:45 12:30 FC アミスター vs 初石 SC 
新浜 SC 

/福田・ボレイロ 

5 12:35 13:20 福田 SC vs 成田ボレイロ 
岡田 FC 

/新浜・初石 

6 13:25 14:10 新浜 SC vs 初石 SC 
FC アミスター 

/岡田・福田 

 

7 14:15 14:50 A3 vs B3 9 試合目 2 チーム 

8 14:55 15:30 A2 vs B2 7 試合目 2 チーム 

9 15:35 16:10 A1 vs B1 8 試合目 2 チーム 

 

※審判は、四審制で実施。表の審判は主副審/四審となります。副審は、次の試合の対戦

チームから各 1 名選出して下さい。 
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優秀選手エントリーシート 

カテゴリ  U-10 

チーム名         

背番号  

氏名  

 

選出チーム名            

 


