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2022年 12 月 5日  

低学年第 17 ブロック出場チーム各位  

秦野フットボールクラブ  

   担当 有馬 紘太 

日産 CUP 争奪 第 49 回神奈川県少年サッカー選手権 

低学年第 17 ブロックご案内 

 寒冷の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。このたび低学年第 17ブロック会場を担当します秦野 FC 有

馬です。会場となる堀山下テクノスポーツ広場には利用上の注意がございます。また、コ

ロナウィルス感染症対策のため観戦可ではありますが、感染症対策を徹底した上で実施

します。本資料に記載の他、ご不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください。当

クラブ関係者一同にて各試合が滞りなく運営できるよう努めますので、よろしくお願い

いたします。 

 

＜同封物＞  

〇大会案内 

〇日程表 

〇会場案内図 

 

＜駐車場＞  

各チーム駐車台数は 4台以下でお願い致します。 

※マイクロバス可 1台換算 

 

 

＜会場責任者連絡先＞  

住所：〒259-1301 秦野市羽根 459  

電話：0463-75-4680 携帯：080-6743-3795  

氏名：有馬紘太  

メールアドレス：arima@hadano-fc.org 
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日産カップ争奪 第 49 回神奈川県少年サッカー選手権大会案内 

低学年第 17 ブロック 

 

1. 日 程 2022 年 1 月 8 日（日）、9 日（祝）、15 日（日） 

2. 会 場 堀山下テクノスポーツ広場（秦野市堀山下 88） 

3. 競技規則 実施年度の日本サッカー協会「サッカー競技規則」および「8 人制サッカー競    

技規則」に準ずる。ただし、次の項目について、本大会用規則を定める。 

(1) 8人制で競技時間は 40 分（前後半各 20 分）とし、インターバルは 5 分とする。 

(2) 試合はすべてトーナメント戦とし、同点の場合は PK 戦（3 名）により次回進出チー

ムを決める。ブロック大会の決勝戦であっても、延長戦は行わない 

(3) ユニフォームは、正副 2 着、必ず持参する（GK も含む） 

※ 正副のユニフォームの番号が異なっていても可とする 

※ アンダーシャツ、アンダーショーツ（スパッツ）またはタイツの着用について 

・それぞれ色については規定しないが、チームとして統一した色であること 

・GK については、ユニフォームと同色の着用も可とする 

※ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場

合、ソックスと同色でなくとも良い 

※サブユニフォームを持参していないチームについては、2 枚持っているチームが着替

えるのではなく、トスによってビブスで対応する 

※ユニフォームの作り変えにより、ユニフォームのライン、マークの有無等チームで統一 

されていなくとも認める 

(4) 登録選手は 18 名以内（交代選手 10 名以内）とするが、ベンチに入れる選手の人数

は制限しない。登録された交代選手と登録以外の選手はビブス等で区別できるようにする

こと。ベンチ入りできる引率指導者は 2 名以上 3 名以内とする 

(5) 自由な交代を適用する 

※交代する選手は、交代ゾーンからフィールドの外に出る 

※交代要員は交代ゾーンからフィールドに入る 

※交代は、主審、副審の承認を得る必要はない 

※GKは、事前に主審に通知した上で、試合の停止中に交代する 

(6) 警告、退場に関してはその試合のみとし、次試合へ累積しない 

  ※選手が退場を命じられた場合は、その選手のチームは交代要員の中から選手を補充す

ることができる。主審は、その間は試合を停止する 

(7) 試合開始予定時間の 30 分前までに、以下のものを本部へ提出すること。 

※メンバー表（神奈川県サッカー協会第 4 種少年少女部会 HP よりダウンロードした今

大会用の用紙を使用。本部へ 1 部、相手チームにも 1 部提出） 

※低学年の部は選手証不要です 

(8) 試合開始 10分前に、メンバーチェックを行う。 

(9) 予定試合開始時間に遅れた場合、または開始時に 8 名に満たない場合は棄権とみなす 

(10) ベンチは、組合せの若い番号のチームが、グランドに向かって左側を使用する。 
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4. 審 判 

(1) 審判員は、必ず審判服・ワッペンの着用を厳守して下さい。 

(2) 出場チームは、審判割当にしたがって、審判員を帯同し、大会運営に協力して下さい 

(3) 必ず試合開始 10 分前に本部に集合し、（交代選手を含め）メンバーチェック、用具チ

ェックおよび審判打合せを実施して下さい 

(4) 審判証（写真を必ず貼付のこと。電子可）を持参し試合開始前までに本部に提示して下  

さい。 

 

5. 注意事項 

(1) 学校行事（授業参観等）での、日程、試合開始時間変更は、大会運営上考慮できません。 

(2) 原則雨天時、決行します。安全確保ができない等、どうしても開催できない場合には 

6:30 頃までに、当日試合予定のチームに対してご連絡いたします 

(3) 選手の健康・安全が確保できない場合、落雷等の荒天時、グラウンド状況が悪い場合に       

は、試合を中断する場合があります。中断・再開については、審判と会場本部で決定します。 

※再開できる場合：既定の試合時間の残り時間とする。 

※再開できない場合：再試合を行う。 

(4) 試合中に緊急地震速報が発令された場合、本部から主審に連絡し、試合を一時中断する       

場合があります。また、震度 5 以上の地震が会場地に発生した場合、試合中の場合はその

試合を中止し、それ以降、同日予定されていた試合も中止とします。 

(5) 大会使用球は、４号検定ボールとし、各チームで用意してください。 

(6) アップスペースは本部の指示に従って使用してください 

(7) 事故の無いよう十分注意し、事故発生の際は個人の責任において対処してください 

(9) 会場での空き缶、ごみ、たばこの吸殻等は、必ず各チームで持ち帰ってください 

(10) 喫煙場所は設けておりません。（敷地の外でお願い致します。） 

 

6. 試合観戦について 

※感染防止対策にご協力を宜しくお願い致します。（検温表は各チームで保管をお願い

します。） 

※観戦はネットの外側でお願いします。（コート内は選手とスタッフのみ） 

 

7. 撮影について 

  ※必ず対戦相手チーム承諾を頂き、撮影許可申請書を会場本部に提出するようお願いし

ます。 
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【 低学年 第 17ブロック 日程表 】 

 

1 月 8 日（日）堀山下テクノスポーツ広場 グラウンド入場 8:30以降（20-5-20 同点 PK 戦） 

Ｎｏ Ko 駐車場側 道路側 主審 副審 副審 

② 9:20 バオムＦＣ ｖｓ あざみ野 緑野 FC 緑野 FC 大道 SC 

③ 10:10 緑野 FC ｖｓ 大道 SC あざみ野 バオム FC バオム FC 

④ 11:00 国府 JSC ｖｓ ②の勝ち 大道 SC 保土ヶ谷 E 保土ヶ谷 E 

⑤ 11:50 ③の勝ち ｖｓ 保土ヶ谷 E ②の勝ち 国府 JSC 国府 JSC 

 

 

1 月 9 日（祝）堀山下テクノスポーツ広場 グラウンド入場 8:30以降（20-5-20 同点 PK 戦） 

No Ko 駐車場側 道路側 主審 副審 副審 

Ⅱ 9:20 アラス横浜 ｖｓ クリエイト 秦野 FC オフサイド オフサイド 

Ⅲ 10:10 秦野 FC ｖｓ オフサイド クリエイト アラス横浜 アラス横浜 

Ⅳ 11:00 中和田 ｖｓ 川崎 F オフサイド 秦野 FC 秦野 FC 

Ⅴ 11:50 逗子リトル ｖｓ Ⅱの勝ち 中和田 川崎 F 川崎 F 

Ⅵ 12:40 Ⅲの勝ち ｖｓ Ⅳの勝ち 逗子リトル 逗子リトル Ⅱの勝ち 

 

 

1 月 15 日(日)堀山下テクノスポーツ広場 グラウンド入場 8:30以降（20-5-20 同点 PK 戦） 

No Ko  駐車場側 道路側 主審 副審 副審 

（2） 9:20 4の勝ち ｖｓ 5の勝ち Ⅵの勝ち Ⅴの勝ち Ⅴの勝ち 

（3） 10:10 Ⅴの勝ち ｖｓ Ⅵの勝ち 5の勝ち 4の勝ち 4の勝ち 

（4） 空き時間 

（5） 11:50 （2）の勝ち ｖｓ （3）の勝ち （3）の負け （2）の負け （2）の負け 
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【会場案内図】 

〇駅周辺地図 （渋沢駅から徒歩 15分） 

 
 

〇会場周辺地図 

 

駐車場の入口は

ここからになり

ます。 


