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【岡崎サッカーフェスティバル　第36回大会（2019年度）　実施要領】

１．   主旨 各チームとの親睦を深めると共に、技術の向上を図り、今後の活躍を期待する。

２．   日時 ２０２０年２月１５日（土）　９時～ ※雨天時は中止とする

３．   会場 平塚市立大住中学校　グラウンド

４．   参加費　７，０００円

５．   参加チーム
平塚市、茅ケ崎市、厚木市、海老名市の８チーム

６．   競技方法および組み合わせ
(1)   参加資格
小学校４年生以下とする。

(2)   競技方法
試合は8人制とする。
８チームを２ブロックに分けて予選リーグ戦を行い、予選リーグ各ブロックの同一順位による順位決定戦を行う。

(3)   予選リーグ
①　競技時間は２４分（１２分－５分－１２分）
②　リーグ戦における順位決定方法
・　勝ち点（勝ち３点、引き分け１点、負け０点）
・　勝ち点が同じ場合は、得失点差、総得点、対戦成績、抽選の順で決定する。

(4)   順位決定戦
①競技時間は３０分（１５分－５分－１５分）とする。
②順位決定戦において、競技時間内に決着がつかない場合は、３人によるＰＫ戦で決定する。

(5) 雨天等により競技が困難と判断した場合、中止と致します。

７．   競技規則
１） 日本サッカー協会　８人制サッカー競技規則2019/20による。
２）  メンバー表ならびに交代票は不要とする。交代人数は自由で再出場も可能とする。
３）  取替え式スタッドのスパイクは使用禁止とする。
４）  試合球は４号検定球とし、各チームで用意する。

８．　審判
１）審判を事前に割当てさせて頂きます。ご協力をお願い致します。
尚、都合がつかない場合は、本部まで申し出ください。

２）審判の方は試合開始１５分前までに大会本部にお集まりください。主審担当の方は審判ｶｰﾄﾞをお渡ししますので、
試合終了後に審判カードを大会本部に提出ください。また、定刻どおりに試合開始できるよう配慮願います。

３） 審判は審判服の着用をお願い致します。
４）４審は付けませんので試合開始前に控えの選手の用具チェックも済ませて下さい。

９．表彰
(1)  優勝 トロフィー、賞状
(2)  準優勝 トロフィー、賞状
(3)  第三位 トロフィー、賞状
(4)  第四位以下 楯
(5)  最優秀選手 優勝チーム監督推薦
(6)  優秀選手 各チーム監督推薦

１０．その他
１） 大会中のケガについては、応急処置は行いますが以降につきましては各チームの責任でお願いします。
2） ユニフォームは２色を用意願います。同色となった場合は、組合せ表の左側のチームが優先でユニフォームを
決定して下さい。

3） 雨天でも実施しますが、荒天などによる中止の場合は６時３０分までに参加チーム一覧に記載されているご担当者様
へご連絡します。

4） 開会式は行いませんが、閉会式は行いますのでご参加願います。
5） 喫煙は各自の責任にてお願いします。敷地内は禁煙です。喫煙マナーを守って下さい。
6） 本大会についての問い合わせは、下記担当までお願いします。

大会責任者 川崎　登　 ０４６３－５９－６０８３ ０９０－６０２１－７６７６　（携帯）

実行委員長 坂爪　智晴 ０４６３－５５－５８９２ ０９０－９３７７－６４２４　(携帯)

渉外担当 飯塚　幹 ０４６３－２６－３１０３ ０９０－８７２１－９０１４　(携帯)



No. チ　ー　ム　名 所在地 ご担当

1 横内ファイヤーズ 平塚市 井上　様

2 FC山下 平塚市 山田　様

3 アルバトロスサッカークラブ 茅ヶ崎市 斉藤　様

4 小出サッカークラブ 茅ヶ崎市 小林　様

5 浜見平ジュニアサッカークラブ 茅ヶ崎市 佐山　様

6 バリチェフットボールクラブ 厚木市 佐藤　様

7 ジュニアイレブンサッカークラブ 海老名市 伊東　様

8 岡崎サッカークラブ 平塚市 坂爪　

招待　計8チーム

第36回  岡崎サッカーフェスティバル招待チーム一覧



【予選リーグ】
Aブロック Bブロック

試合時間　12-5-12

第1 試合 (1) (2)
第2 試合 ① ②
第3 試合 (3) (4)
第4 試合 ③ ④
第5 試合 (5) (6)
第6 試合 ⑤ ⑥

第7 試合

第8 試合

【順位決定戦】

8位 6位 4位 準優勝

A1位 B1位
Ⅱコート Ⅰコート Ⅱコート Ⅰコート

7試合 7試合 8試合 8試合

7位 5位 3位 優勝

A4位 B4位 A3位 B3位 A2位 B2位

表彰式

13:30 A4位 B4位 A2位 B2位
14:15 A1位 B1位 A3位 B3位

決勝
13:30 A3位 B3位 A1位 B1位

昼食

予選

14:15 A2位 B2位 A4位 B4位

浜見平
11:55 横内 ｼﾞｭﾆｱｲﾚﾌﾞﾝ 岡崎 アルバトロス 11:55 ﾊﾞﾘﾁｪ 浜見平 山下 小出
11:20 岡崎 アルバトロス 横内 ｼﾞｭﾆｱｲﾚﾌﾞﾝ 11:20 山下 小出 ﾊﾞﾘﾁｪ

ﾊﾞﾘﾁｪ
10:45 横内 浜見平 小出 岡崎 10:45 ﾊﾞﾘﾁｪ ｼﾞｭﾆｱｲﾚﾌﾞﾝ アルバトロス 山下
10:10 岡崎 小出 浜見平 横内 10:10 山下 アルバトロス ｼﾞｭﾆｱｲﾚﾌﾞﾝ

9:00 小出 アルバトロス 浜見平 ｼﾞｭﾆｱｲﾚﾌﾞﾝ

9:35 横内 ﾊﾞﾘﾁｪ 岡崎 山下
9:00 岡崎 山下 横内 ﾊﾞﾘﾁｪ

9:35 浜見平 ｼﾞｭﾆｱｲﾚﾌﾞﾝ 小出 アルバトロス

主審 副審2名 時間 主審 副審2名

④
小出 (2) 浜見平

第Ⅰコート 第Ⅱコート
時間

②
アルバトロス ｼﾞｭﾆｱｲﾚﾌﾞﾝ

対戦カード 対戦カード

山下 (6) (4) ﾊﾞﾘﾁｪ ⑥

横内 ﾊﾞﾘﾁｪ 浜見平 ｼﾞｭﾆｱｲﾚﾌﾞﾝ

岡崎 (1) (3) (5) 横内
岡崎 山下 小出 アルバトロス

① ③ ⑤



会場
平塚市立　大住中学校
住所　神奈川県平塚市城所６４９
電話番号　0463-54-0626

注意事項
・駐車スペースが狭いため、係り員の指示に従い駐車願います。
・校門前の道、周辺道路には駐車しないようお願いします。
・駐車台数に限りが御座いますので各チーム４台までとさせて頂きます。
　＊ダッシュボードの上に駐車表の掲示をお願い致します。
・テントスペースではボールを使わないようお願いします。
・ゴミ、空き缶等は、各チームの責任で後始末をお願いします。

会場案内図
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＊校門前の車道は、駐車禁止です。 

入口 
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チーム名

駐　車　券　②

第３６回　岡崎サッカーフェスティバル

駐　車　券　①

チーム名

第３６回　岡崎サッカーフェスティバル



第３６回　岡崎サッカーフェスティバル

駐　車　券　④

チーム名

第３６回　岡崎サッカーフェスティバル

駐　車　券　③

チーム名


