
各チーム代表者様　連絡者様　　　　

　標記大会を下記の要領により開催致しますので、ご参加頂きたく存じます。　

緑区少年サッカー連盟　

　会 長 橋本 友

　女子部長 橋詰 隆

　事務局 岩永 豊司

1. 主　　催 緑区少年サッカー連盟

   後　　援 緑区役所

2. 期　　日　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年6月26日（土）および7月11日（日）の2日間／予備日：7月18日（日）

3. 会　　場　　　6月26日（土）：長坂谷公園多目的広場

7月11日（日）：長坂谷公園・芝

（予備日）7月18日（日）：長坂谷公園多目的広場

4. カテゴリー　　　U-12の部およびU-10の部

5. チーム数　　　U-12の部：9チーム、U-10の部：9チーム

6. 参加資格 ①U-12の部：6年生以下の女子で構成されたチームとし、登録は8名以上とする。

②U-10の部：4年生以下の女子で構成されたチームとし、登録は8名以上とする。

　　※1) U-12の部とU-10の部への重複登録は認めない。

　　※2) U-12の部およびU-10の部ともに未就学児の参加は認めない。

7. 申込方法　　　

緑ピクシーズ　事務局　岩永宛

Eメールアドレス：carpa.hp@gmail.com

8. 大会形式 ① 大会1日目：9チームを3ブロック×3チームに分けて予選リーグを実施する。

② 大会2日目：各ブロックの同順位同士で順位決定リーグを実施する。

③ 8人制で行う。

9. 抽選方法 抽選は緑区少年サッカー連盟役員による代理抽選とさせて頂きます。

10.試合方法 a　試合時間はU-12の部、U-10の部ともに前後半15分（15分-5分-15分）とする。

　　　　　　 b　勝ち点は、勝3点、引き分け1点、負0点、不戦負はマイナス1点（得点は0-5）

　　　　　　　

　 c　メンバー表は、試合開始30分前までに本部と対戦チームに提出してください。

　 d　交代は自由な交代

　 e　試合球は4号検定球とし、各チーム持ち寄りとする。
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「参加申込書」および「選手登録書」に必要事項をご入力頂き、令和3年6月14日（月）までに下記のＥメール
アドレスにご送信ください。
チーム数がU-12の部・U-10の部ともに9チームに達したところで申込みを終了させて頂きます。

　　交代は ボールがインプレー中、アウトオブプレー中にかかわらず交代ゾーンより行うことができる。
　　また、退いた競技者は再出場できる。ただしＧＫの交代は審判に申告の上、アウトオブプレー中に
　　交代する。交代票は使用しない。
　（注意：この時、交代して退くGKは、境界線の最も近い地点から出なければならない。）

　　勝ち点が同点の場合は、 ①得失点差 ②総得点 ③直接対戦の結果 ④抽選（コイントス）の順で
　　順位を決定する。



　　　　　 f　ルールは（公財）日本サッカー協会の2020/2021年競技規則および8人制サッカー競技規則による。

　　ただし審判は2人制とする。

11.表　　彰　　 優勝、準優勝、3位、2位パート優勝、3位パート優勝に賞状および盾を授与する。

12.参 加 費 U12の部およびU10の部とも　･･･　5,000円

参加費は当日お支払いください。

13.その他　　 ① 選手はスポーツ傷害保険に加入していること。

② ユニホームは以下の通りとする。

　・色の異なる2種類を用意すること。（うち1着は背番号付ビブスの使用を認める。）

　・アンダーショーツおよびタイツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを着用する。

　・ゴールキーパーのショーツ、ソックスはフィールドプレーヤーと同系色でもよい。

③ 試合は６名以上で成立する。

④ 追加登録は試合当日に本部に通知することにより認められる。（常時受付）

⑤ 選手･審判は、試合開始10分前までに本部に集合すること。

⑥ 出場選手はすね当て着用のこと。　

⑦ ポイント取替え式のシューズは認めない。

⑧ ミサンガ等は禁止。また爪は短く切っておくこと。

⑨ 審判は有資格者とし、審判服着用のこと。

⑩ 審判時のマスク着用、電子ホイッスル使用にご協力ください。

⑪ ベンチには、コーチ、選手以外は入れない。

⑫ 第1試合の両チームは会場作り（ゴール設置・グラウンド作り）にご協力ください。

  　最終試合の両チームは片付け（ゴール収納・グラウンドのブラシかけ）をお願いします。

⑬ 競技中の負傷等の事故については、主催者はその責めを負いません。

    ［緊急時］　会場近くの救急病院を紹介しておきます。　

　 　上白根病院：045-951-3221

⑭ 雨天等で中止の場合は、第１試合開始2時間30分前までに連絡します。

　　急ぐ場合は事務局にご確認ください。

⑮ ゴミはお持ち帰りください。

14.注意事項　　 会場利用時の注意事項および新型コロナウイルス感染症対策に関しては、シート名「お願い＆注意事項」
をご確認ください。

　・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
　でなくても良い。

　・ユニフォームのデザイン、ロゴ等が異なっていても、主たる色が同系色であれば着用することができる
　（ビブス等も可）。



１．長坂谷公園の利用方法

２．試合観戦に関して
(1) 無観客試合での実施となりますので、選手のご家族の観戦はお控えください。
(2) 選手以外の帯同者（指導者・審判員・帯同保護者）は5名まででお願いします。

３．指導者の皆様へのお願い
(1) メンバー表は、試合開始30分前までに本部と対戦チームに提出してください。
(2) メンバーチェックのため、試合開始10分前には本部に選手全員を集合させてください。
(3) 選手は試合中以外（ベンチでの観戦中含む）は常時マスクを着用するようにご指導ください。
(4) 審判中以外は常時マスクの着用をお願いします（審判中は任意とします）。
(5) 審判の割当にご協力願います。
(6)

(7) 選手挨拶は距離を取り、握手なしで行ってください。ベンチ挨拶もなしとします。
(8)

(9)

４．新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 各チームコロナ感染防止に努めご来場ください。
(2) アルコール消毒・手洗い石鹸等は、各チームでご持参ください。
(3)

(4) 万一来場者の中から感染者が出た場合は速やかに当チームまでご連絡ください。

５．写真および動画撮影
(1) 写真および動画の撮影時は以下のことを厳守ください。

・撮影は帯同者にてお願いします。
・コート付近（ベンチ含む）での撮影はお控えください。
・自チームの選手並びに保護者の承諾を得てください。
・対戦チームの承諾を事前あるいは当日に得てください。

(2) 公開に関して

・動画を配信する場合は無償を原則とし、期間を限定してください。
・動画を配信する場合は、パスワードを掛けるなど限定公開で行うこととしてください 。
・映像は個人が視聴する目的以外で利用しないでください。

・写真をホームページ、SNS等に掲載する場合は、被撮影者（本人、あるいは対戦チームが写って
いる場合は対戦チーム）の承諾を得て下さい。

『大会実施時のお願いおよび注意事項』

天候不良等で中止とする場合は第1試合の2時間前までに各チームに連絡（メール配信）しま
す。

当日の来場者（選手および帯同者）に健康チェックシートを提出してもらい、２週間前からの検温
結果およびチェック項目に問題がないことを確認してください。
また、健康チェックシートは、チーム参加者名簿と一緒に本部に提出してください。
本部で健康チェックシートおよびチーム参加者名簿に問題ないことを確認した後に健康チェックシート
は各チームに返却しますので、各チームで1ヶ月は保管してください。
チーム参加者名簿は当チームで1ヶ月保管させて頂いた後、責任を持って破棄致します。

長坂谷公園の利用方法に関しては、別ファイル（ファイル名：「長坂谷公園の利用方法」）をご確認くだ
さい。

主審の笛は電子ホイッスルが推奨されているため本部で用意しておきます（持参して頂いても結構
です）。

本部で準備したベンチを使用する場合は、試合後に除菌シートで拭いてから次のチームと交代してく
ださい。



【2021度 春季緑区サッカー大会 少女U-12の部／予選リーグ】

Aブロック さぎぬまスワンズSC 横浜かもめSC LUNA 金沢ガールズ 勝点 得失点 総得点 順位

さぎぬまスワンズSC

横浜かもめSC LUNA

金沢ガールズ

Bブロック あざみ野キティーズ エンジョイSCラガッツァ 駒林SCローザ 勝点 得失点 総得点 順位

あざみ野キティーズ

エンジョイSCラガッツァ

駒林SCローザ

Cブロック 緑ピクシーズ 野川キッカーズFCエルマーナ 原FCなでしこ横浜 勝点 得失点 総得点 順位

緑ピクシーズ

野川キッカーズFCエルマーナ

原FCなでしこ横浜

【2021度 春季緑区サッカー大会 少女の部／順位決定リーグ】

1位ブロック A-1位 B-1位 C-1位 勝点 得失点 総得点 順位

A-1位

B-1位

C-1位

2位ブロック A-2位 B-2位 C-2位 勝点 得失点 総得点 順位

A-2位

B-2位

C-2位

3位ブロック A-3位 B-3位 C-3位 勝点 得失点 総得点 順位

A-3位

B-3位

C-3位



【2021度 春季緑区サッカー大会 少女の部・予選リーグ／6月26日（土）】

Game ブロック 主審 副審 試合時間 Game ブロック 主審 副審

1 さぎぬまスワンズSC vs
横浜かもめSC

LUNA
金沢 金沢 8:30 1 緑ピクシーズ・グリーン vs 金沢ガールズ かもめ かもめ

2
横浜かもめSC

LUNA
vs 金沢ガールズ さぎぬま さぎぬま 9:25 2 金沢ガールズ vs

横浜かもめSC
LUNA

緑 緑

3 金沢ガールズ vs さぎぬまスワンズSC かもめ かもめ 10:20 3
横浜かもめSC

LUNA
vs 緑ピクシーズ・グリーン 金沢 金沢

4 あざみ野キティーズ vs
エンジョイSC

ラガッツァ
駒林 駒林 11:00 4 さぎぬまスワンズSC vs 篠原つばめSC 緑 緑

5
エンジョイSC

ラガッツァ
vs 駒林SCローザ あざみ野 あざみ野 11:55 5 篠原つばめSC vs 緑ピクシーズ・ホワイト さぎぬま さぎぬま

6 駒林SCローザ vs あざみ野キティーズ エンジョイ 原 12:50 6 緑ピクシーズ・ホワイト vs さぎぬまスワンズSC 篠原 篠原

7 緑ピクシーズ vs
野川キッカーズFC

エルマーナ
本部依頼 本部依頼 13:30 7 あざみ野キティーズ vs 横浜ウインズ 鴨志田 鴨志田

8
野川キッカーズFC

エルマーナ
vs 原FCなでしこ横浜 緑 緑 14:25 8 横浜ウインズ vs 鴨志田エンジェルズ あざみ野 あざみ野

9 原FCなでしこ横浜 vs 緑ピクシーズ 野川 野川 15:20 9 鴨志田エンジェルズ vs あざみ野キティーズ ウインズ ウインズ

※1)　会場にいるチーム数ができるだけ少なくなるようにブロックごとに三つ巴戦を行います。

※2)　２試合連続で試合を行うケースがあるため、試合と試合のインターバルを約20分設けています。

C

A

B

C

A面（U-12の部） B面（U-10の部）

対戦 対戦

A

B



【2021度 春季緑区サッカー大会 少女の部・順位決定リーグ／7月11日（日）】

Game ブロック 主審 副審 試合時間 Game ブロック 主審 副審

1 A-3位 vs B-3位 C-3位 C-3位 8:30 1 A-3位 vs B-3位 C-3位 C-3位

2 B-3位 vs C-3位 A-3位 A-3位 9:25 2 B-3位 vs C-3位 A-3位 A-3位

3 C-3位 vs A-3位 B-3位 B-3位 10:20 3 C-3位 vs A-3位 B-3位 B-3位

4 A-2位 vs B-2位 C-2位 C-2位 11:00 4 A-2位 vs B-2位 C-2位 C-2位

5 B-2位 vs C-2位 A-2位 A-2位 11:55 5 B-2位 vs C-2位 A-2位 A-2位

6 C-2位 vs A-2位 B-2位 B-2位 12:50 6 C-2位 vs A-2位 B-2位 B-2位

7 A-1位 vs B-1位 C-1位 C-1位 13:30 7 A-1位 vs B-1位 C-1位 C-1位

8 B-1位 vs C-1位 A-1位 A-1位 14:25 8 B-1位 vs C-1位 A-1位 A-1位

9 C-1位 vs A-1位 B-1位 B-1位 15:20 9 C-1位 vs A-1位 B-1位 B-1位

※1)　会場にいるチーム数ができるだけ少なくなるようにブロックごとに三つ巴戦を行います。

※2)　２試合連続で試合を行うケースがあるため、試合と試合のインターバルを約15分設けています。

1位

3位

2位

1位

A面（U-12の部） B面（U-10の部）

対戦 対戦

3位

2位
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