第 6 回少女サッカー大会 「インパクト杯」
大会要項
１. 目 的 茨城県における女子のサッカー技術の向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サ
ッカーの普及振興に寄与することを目的とし、12 歳以下の登録選手に参加する資格が与
えられる大会として開催する。
２. 名 称 第 6 回少女サッカー大会 「インパクト杯」
３. 主 催 NPO 法人 インパクト
４. 主 管 NPO 法人 インパクト スポーツ部会
５. 後 援 日立市、日立市教育委員会、
（公財）日立市体育協会
（公財）茨城県サッカー協会第４種委員会、日立市サッカー協会
㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック、茨城キリスト教学園サッカー部
日立商工会議所、県北生涯学習センター、茨城新聞社
(株)ウィンスポーツ（ペナルティ）
、JWAY、マチイスポーツ
スポーツフォトグラフィック エフ・スピリット
６. 期 日 平成 30 年 8 月 4 日(土) ・5 日(日)
１日目
集合

午前 9 時００分

監督会議

午前 9 時３０分

開会式

午前 10 時００分

予選リーグ

午前 10 時３０分スタート（各会場）
午後 14 時２５分終了

２日目
集合

午前８時００分

予選リーグ

午前９時００分スタート（各会場）

順位決定戦

午後１３時３０分スタート（各会場）
午後１５時２５分終了

表彰式・閉会式

午後１５時３５分

７. 会 場 日立市民運動公園 陸上競技場 日立市東成沢町２目１５番１号
TEL ０２９４−３６−６６６１
http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/viewer/info.html?id=565

８. 参加チーム

：

女子の部 １0 チーム

９．参加資格 小学生女子により構成された単独チームまたは選抜チーム、合同チームも可と
する。
１０. 競技方法
(1)予選リーグ戦を行い、順位決定戦により決定する。
※試合方法
5 チームずつの 2 ミニカップで予選を行います。
2 ミニカップ予選順位による順位決定戦を行います。
※リーグ順位方法
①勝点（勝３、引分け１、負け０） ②得失点差 ③総得点 ④対戦の勝敗

⑤抽選の順

とする。
(2) 順位決定戦で同点の場合はＰＫ戦により勝敗を決定する。
(3) 試合時間
【予選リーグ戦】
12 分－５分－12 分とし、延長戦、PK 戦は行なわない。
【順位トーナメント戦】
12 分－５分－12 分とし、ＰＫ方式（３人制）とする。
※前後半給水タイムを入れる。
１１. 競技規則
公益財団法人 日本サッカー協会 ８人制サッカー競技規則に準ずる。
但し、以下の項目は本大会規定による。
(1) 当該年度(財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。
大会で使用する試合球は４号縫いボール(主催側が用意)とする。また、必要により給水タ
イムをとることがある。
(2) グラウンドの大きさは縦 68ｍ×横 50ｍ。ペナルティーエリアはゴールライン上、ゴ
ールポスト外側へ 12ｍ、その地点からゴールラインに直角に 12ｍ。ゴールエリアはゴ
ールライン上、ゴールポスト外側へ４ｍ、その地点からゴールラインに直角に４ｍ。セン
ターサークルは７ｍ。ペナルティーマークは８ｍ。ゴール(うちのり)の大きさは縦２.15
ｍ×横５ｍとする。
(3).選手交代は、登録人数までの交代をすることができます。主審の許可を得る必要はあり
ません。なお、交代選手としてベンチに退いた選手が再び交代選手として試合に出場する
ことができる。交代の回数に制限はないが、選手交代を繰り返すことが試合進行上の遅延
行為とならないように配慮すること。
(4) 本大会において退場を命じられた選手は、次の一試合に出場出来ず、それ以降の処置に
ついては大会の規律フェアプレー委員会で決定する。

(5) 本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の一試合に出場出来ない。
(6) ベンチに入ることができる要員は、メンバー提出用紙で届けられた選手、およびコーチ
ングスタッフ（３名迄）に限る。
１２. ユニフォーム
(1) ユニフォームには選手固有の番号をつけること。 （ビブス可）
(2) 正の他に、異なる色のユニフォームを必ず携行すること。
(3) パンツにも背番号と同じ番号をつけることが望ましい
１３. 審 判
(1) 審判は１人制で行う。
※主審は大会事務局より派遣、補助審判については各チーム帯同審判とする。
(2) 各チーム有資格者 1 名以上を帯同する。
※補助審判も審判服上下着用。
１４. 傷害保険
試合会場における傷害について主催者は応急処置に協力するが、その処置については当該
チームの責任とする。参加選手は各自スポーツ傷害保険に加入していること。
１５. 試合組合せ
大会実行委員会が決定する。
平成 30 年 7 月 11 日（水）午後７時 インパクト事務局会議室にて抽選会を実施する。
１６. 表 彰
順位決定戦
優勝、準優勝、第３位、第 4 位に表彰状、トロフィーを授与する。
なお、優勝チームにはインパクト杯を授与して次回までこれを保持する。
各チーム表彰状を授与する。
参加賞 全チーム
１７. 監督会議
(1) 平成 30 年 8 月 4 日(土) 9 時３０分～、大会本部にて行う。
(2) 欠席の場合は不参加扱いとする。チーム関係者以外の代理は認めない。

１８. 経 費
全て参加者負担とする。
１９. 参加申込
申込受付期間（先着順 10 チーム）
平成 30 年 5 月 19 日(土）～
平成 30 年 7 月 2 日(月）締切日厳守（入金期限）
※ 先着順にて、お申し込みを受け付けします。
※ただし、チーム数を満たした時点で募集を打ち切る場合もあります。
(1) 参加申込書に必要事項を記入し 7 月 2 日（月）迄に（必着）
、次の宛て先へメールにて
参加申込みをする。
(2) 参加登録できる選手数は、1 チーム 20 名以内とする。
(3) 参加選手の変更および 20 人以内での追加は、E-mail で７月 11 日まで受け付ける。
その後の変更は認めない。
(4) 参加費 ￥１０,０００円。7 月 2 日（月）までに下記の口座に振り込むこと。
(5) ● 振込先
常陽銀行 日立支店 普通 １７６３５５２
特定非営利活動法人 インパクト 理事

門間隆志

● 振込時の注意
必ずチーム名の前に｢事業番号３９６｣（3 桁）を
記入してください。 ( 例 : 396 ｲﾝﾊﾟｸﾄｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ)
(6)スポーツ傷害保険
●スポーツ傷害保険の写しを FAX で送ってください。
２０. 申込先

NPO 法人

インパクト スポーツ部会

サッカーグループ グループ長 佐藤 洋一郎
サッカー大会実行委員会 石井 英治
E-mail アドレス

body_shop_ishii@yahoo.co.jp

２１. 問い合わせ先
特定非営利活動法人 インパクト
事務局：日立市末広町 2-1-31
ＴＥＬ 0294-29-6061 ＦＡＸ 0294-38-3237
ＵＲＬ http://www.impact.or.jp/
スポーツ部会 サッカーグループ サッカー大会実行委員会 石井 英治
携帯

０９０－７２６３－９７４０

※ この大会要項の内容は変更する場合があります。

競技・運営上の注意事項
１. 開会式
初日陸上競技場内にて開会式を行います。
２. 駐車場
駐車にあたっては、市民球場駐車場をご利用ください。
会場付近及び駐車場に誘導員を配置しますので、指示に従い利用してください。
誘導員はボランティア団体がつとめます。多少の不手際はご了承ください。
3．路上駐車全面禁止
グランド周辺道路の路上は駐車禁止となっておりますので、チーム内で周知の上
厳守をお願いします。
4．チーム受付
２日間とも会場に到着した後、大会運営本部にてチーム受付をしてください。
初日は大会プログラム等をお渡しします。第２日は試合進行表等をお渡しします。
5. ユニフォーム
ユニフォームの色は事前に対戦チーム同士確認の上シャツ、ショーツ、パンツのそ
れぞれ判別しやすい組合せで決定してください。
6. 審判
各チームに補助審判の割り当てがありますので、対戦表をご確認のうえ御協力をお
願いします。準備を早めに行っていただき、スムーズな試合進行に御協力お願いし
ます。※補助審判も審判服上下着用。
7. ベンチサイドの割当
試合対戦表に記載されている左側チームが、ベンチのある側からフィールドに向か
って左側ベンチに入り、記載右側チームが右側ベンチに入るようにお願いします。
8. 試合会場
試合会場には雨、日差しをしのげる場所（観客席）がありますので各チーム控え場
所としてお使いください。
また、多くのチームが集まりますので、チーム控え場所の確保等には、節度ある対
応をお願いします。
※日よけテント（タープ）を使用する場合は、観客スタンドのみで使用してくださ
い。立てる場合、支柱をしっかり固定できればＯK。
但し、風が強い場合は使用禁止
9. 選手の交代
この大会での選手交代は自由な交代となります。
交代用紙は使用しませんので、ベンチ側タッチラインのハーフウェーライン付近に
ある交代ゾーンから出入りとなります。

選手交代については、主審・補助審判の承認を得る必要はありません。
10. 試合中の飲料
選手の試合中の飲み物は、水の飲料でお願いします。
大会当日は暑い気候のため、試合中に給水タイムを設けます。
11. チームの応援スペース
チーム関係者の観戦・応援は、観客席スタンドでお願いします。
※選手・コーチ以外は競技場内には入らないでください。
12. 閉会式・表彰式
閉会式・表彰式は全試合終了後、準備が整い次第、陸上競技場内にて行います。
13. 会場内の水道
会場に水道はありますが、あまり飲料に適しておりません。
選手飲料水に関しては、持参いただくようお願いします。
14. 会場内のトイレ
会場内には限られたトイレしかありません。
混んでいる場合は節度ある対応でお願いします。
15. 火気厳禁
会場内での火の使用は禁止されております。厳守ください。
16. タバコ喫煙
指定された喫煙場所にてお願いします。
17. ゴミの処理
ゴミは、すべてチームにて持帰りをお願いします。
会場周辺への投棄は絶対におやめください。
18. 問い合わせ
その他不明点などの問い合わせについては、下記へご連絡ください。
NPO 法人

インパクト

スポーツ部会 サッカーグループ
サッカー大会実行委員会 石井 英治

携帯

０９０－７２６３－９７４０

