
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ＪＣカップＵ－１１ 

少年少女サッカー大会  

第２回西宮大会   
大会実施要項 
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浜甲子園運動公園 
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１、 はじめに 

公益社団法人日本青年会議所は、一般社団法人日本サッカー名蹴会との共催により「ＪＣカップ

Ｕ－１１少年少女サッカー全国大会」を開催しております。一般社団法人西宮青年会議所は、公

益社団法人日本青年会議所の会員として、その趣旨に賛同し、全国大会へとつながる第一歩と

なる大会として、「ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー大会 第２回西宮大会」を開催いたします。 

地域との関わりの希薄化や核家族化が進む中、西宮の次代を担う子供達に「豊かな心」を育む

ため、サッカーというスポーツを通してお互いを思いやる優しさ厳しさという愛情を学び感受性を

育むかけがえのない機会を提供し続ける必要があります。サッカー大会を通じ子供達に他者を

思いやる「豊かな心」を育み、その成長を自他共に共有します。 

 

２、ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー全国大会について 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２０１７年９月頃に「ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー全国大会」が開催される予定です。全国各地

から予選を勝ち上がった１０チームが出場し、日本一を競い合う大会です。 

本大会は、「ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー全国大会」へとつながる第１歩となる大会であり、本

大会に優勝したチームには６月３日に開催される兵庫予選大会への出場権を与えます。 
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３、日本サッカー名蹴会（めいしゅうかい）とは 

日本サッカー名蹴会（以下、名蹴会）は、日本のサッカー界において輝かしい功績を残したプレ

ーヤーが中心となり、２０１０年０９月２７日に発足した会です。会員選出には、「国際Ａマッチ５０

試合以上出場」「ＪＳＬ（Ｊリーグの前身）とＪリーグ発足前の海外リーグでの出場試合数合計２００

試合以上」「Ｊリーグ（Ｊ１）と海外１部リーグ（ＦＩＦＡランキング５０位以内の国）での出場試合数合

計４００試合以上」のいずれかを満たしていることが条件となります。 

これは、長年にわたってトップを走り続けたプレーヤーだけがクリアできるもので、名蹴会会員資

格を有するプレーヤーは、技術、才能、精神などにおいて日本サッカー界の頂点を経験した者と

いっていいはずです。サッカーの歴史とともに歩んできたプレーヤーたちが手を取り合い、日本

サッカー界ならびに日本のさらなる発展に寄与することを目指します。 

 

４、日本青年会議所とは 

１９４９年、明るい豊かな社会の実現を理想とし、責任感と情熱をもった青年有志による東京青

年商工会議所（商工会議所法制定にともない青年会議所と改名）設立から、日本の青年会議所

（ＪＣ）運動は始まりました。共に向上し合い、社会に貢献しようという理念のもとに各地に次々と

青年会議所が誕生。１９５１年には全国的運営の総合調整機関として日本青年会議所（日本ＪＣ）

が設けられました。現在、日本全国に青年会議所があり、「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条

のもと、よりよい社会づくりをめざし、ボランティアや行政改革等の社会的課題に積極的に取り組

んでいます。さらには、国際青年会議所（ＪＣＩ）のメンバーとして各国の青年会議所と連携し、世

界を舞台として、さまざまな活動を展開しています。 

 

５、本大会の特徴 

■青少年の健全なる成長：スポーツを通じ、地域の未来を担う夢と希望を持った自立した人材の

育成を図ります。 

■勝って奢らず、負けて腐らずの精神：地域の人々へ夢と希望を届ける人材となる、相手を思い

やる大きな心と強い精神力を身に付けます。 

■君が代斉唱：地域の代表として誇を持って試合を行って頂きます。 

■子供たち及び地域の交流：スポーツを通した友好関係を築き、互いの地域を知ることで、今後

かけがえのない仲間としてつながりを持てる機会といたします。 
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ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー大会 第２回西宮大会  

大会実施規程 
 

１、 参加資格 

（１） １１歳以下の児童とします（小学５年生を中心とした選手で構成されたチームであること）。 

（２） 出場チームはスポーツ傷害保険（スポーツ安全協会傷害保険等）への加入を必須とします。 

（ケガをした場合の応急処置は行いますが、その後はチームで責任を持って下さい）。 

（３） 本大会出場チーム・選手は、大会制作物（映像・ｗｅｂサイトなど）への肖像権使用を承諾し

たものとします。 

（４） 監督・コーチは当該チームを掌握、指導する責任ある指導者でお願いします。 

 

２、 大会日程、会場  

（１） 西宮予選大会：２０１７年０５月２７日（土） 

（２） 会場：浜甲子園運動公園多目的グラウンド 

 

３、 大会スケジュール  

（１） ０８：００ 受付開始 

（２） ０８：３０ 開会式 

（３） ０８：４５ ウォーミングアップ 

（４） ０９：００ 試合（トーナメント、敗者復活トーナメント） 

（５） １２：００ リフティング大会 

（６） １２：４０ 試合（トーナメント、敗者復活トーナメント） 

（７） １４：４５ 試合（３位決定戦） 

      試合（敗者復活トーナメント決勝戦） 

（８） １５：４０ 試合（決勝戦） 

（９） １６：３０ 表彰式、閉会式 

（１０）１７：００ 終了 

※開会式、閉会式への参加は原則として必須とします。 

※表彰式にて優勝、準優勝、３位（２チーム）、リフティング大会優勝チームの表彰を行います。 

 

４、 競技規定 

（１） トーナメント、敗者復活トーナメント、決勝戦、３位決定戦 

① 本大会は８人制で行います。 

② 参加チームによるトーナメント方式で順位を決定します。 

③ 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」によります。 

以下の点においては本大会（西宮予選）特別ルールを適用します。 

・トーナメント、敗者復活トーナメント、決勝戦、３位決定戦競技時間は１５分ハーフ（イ

ンターバル５分）とし、時間管理は本部にて行います。同点の場合はＰＫ戦方式（３人

制）により勝敗を決します。 

④ 選手の登録人数は１６名までとします。交代人数に制限はありません（再出場可）。 

⑤ 大会使用球は４号球 日本サッカー協会検定球とし、参加チームで用意下さい。 

⑥ ユニフォームは GK を除く選手全員が同じものを着用下さい。対戦チームと同系色の

場合は両チームの話し合いの上、ビブスを着用するなど、判別できるようにして下さい。 

⑦ すねあて、土のグラウンド用のシューズを持参してください 
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（２） リフティング大会 

初対面のメンバーとの親睦を深めるために大会とは別にリフティング大会を行います。リフ

ティングを通じて、次にボールを蹴る相手を思いやる気持ちや、失敗を恐れず積極的にボ

ールに触れに行く積極性の重要さを感じていただきます。 

① 出場各チームを事前に提出いただいたメンバー表を元に、３２チームに分割します。

（チーム混合１チーム８名） 

② 競技の判定は、スタッフにて担当します。 

 

５、 大会運営 

（１） トーナメント、敗者復活トーナメントの審判は試合の無いチームが担当し、１人の主審と２人

の副審で行います。担当していただく試合についてはトーナメント表に記載します。主審は

指導者の方に行っていただきます。副審は指導者の方、または選手の方に行っていただき

ます。 

審判記録カードは本部で用意します。トーナメント、敗者復活トーナメントの副審は子供達に

て実施させて下さい（コートにてゼッケンをお渡しします）。決勝戦、３位決定戦はスタッフが

審判を担当します。 

（２） Positive Players選出 

勝って奢らず、負けて腐らずの精神を育むために、毎試合後に Positive Players 選出・対

戦相手との意見交換及び写真撮影を行います。進行 はスタッフの指示に従って下さい。 

※「全力を尽くす」、「助け合う」、「フェアに戦い仲間を大切にした」プレーを Positive Play と

し、選手を Positive Players とします。 

（３） 試合終了後、主審、副審、両キャプテンに試合結果、得点者、警告者や退場者の背番号と

名前に間違いがないか必ず確認をとり、サインをいただきます。 

（４） 試合前、中、後における審判への抗議、暴言は一切認めません。ベンチ（監督・コーチ）が

判定に対して異議を唱えたり、選手に対してネガティブなコーチングを行い、主審から一度

注意を受けた後に、再度同様な行為があった場合は、主審の判断により退席処分とし、そ

れ以降はベンチからのコーチングは不可とします。 

 

６、 表彰式 

（１） 優勝、準優勝、第３位（２チーム） 

（２） リフティング大会賞 

※優勝チームには、西宮代表チームとして、６月３日に開催される「ＪＣカップＵ－１１少年少女サ

ッカー全国大会 第３回兵庫予選大会」への出場権が与えられます。 

 

７、 注意事項 

（１） グラウンドには選手又はコーチだけ入場可能です。保護者の方は観客席で応援して下さい 

（２） 施設内は禁煙となります。テント内や携帯灰皿を持っての喫煙もできません。 

（３） 荷物・貴重品等は各自で保管・管理するようにお願いします  

※盗難・紛失に関しましては、当方では関知できませんので十分にご注意下さい。  

 

８、 その他 

（１） 各チームの控えテントをご用意ください。設置場所は当日運営スタッフよりご説明いたしま

す 

（２） 万一事故の場合、応急処置はいたしますが、一切の責任は負いかねますのでご注意下さ

い 

（３） 大会期間中に怪我をした場合は、大会スタッフまでご連絡下さい。 

※必要な場合は病院への 連絡や救急車の手配を行います。 



 6 

（４） 大会中に発生した物損事故については自己責任とし、一切の責任は負いかねますのでご

注意ください。 

（５） 大会開催時は車の混雑が予想されます。また、車や電車などの遅れが出てしまった場合、

事故などの正当な理由でない限り不戦敗となってしまう可能性もあります。時間に余裕を持

って会場にお越しください。 

 

９、 準備物一覧 

以下の物品につきましては、参加チームで各自ご用意ください。 

（１） ４号球 日本サッカー協会検定球 １個 

（２） 控えテント １台 

（３） 審判セット（ホイッスル、副審フラッグ） 1セット 

（４） ビブス ８枚 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

主   催   一般社団法人西宮青年会議所 

〒６６２－０８５４ 兵庫県西宮市櫨塚町３－５ 西宮ビル１階 

問合せ    一般社団法人西宮青年会議所事務局 （０７９８－３３－１６１５） 

担当者    事務局 局長 五味岡 龍 （０９０—２７００—６８８７） 
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ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー大会 第２回西宮大会   

大会中止規程 
 
 

１． 大会の中止について  

台風等の荒天中止の場合は試合を行いません。午前６時の気象庁の発表をもとに各チームに

中止の連絡させてもらいます。予備日を設けておりませんのでその場合は抽選にて代表を決定

させてもらいます。荒天であっても当日に代表決定の抽選を一般社団法人西宮青年会議所事

務局にて行い、当日中に各チームに決定・落選の連絡をさせていただきます。 

 

＊中止の基準は西宮市警報発令とし、開催地に直接被害が及ばない警報の場合は協議し判断

します。 

 

問合せ    一般社団法人西宮青年会議所事務局 （０７９８－３３－１６１５） 

担当者    事務局局長 五味岡 龍 （０９０—２７００—６８８７） 

 

 

２． 大会中の豪雨、台風、雷雨  

豪雨、台風、雷雨の場合は本大会の判断により、試合・大会を一時または全てを中断する場合

があります。また、大会本部が試合続行不可能と判断した場合、残り時間に関わらずその時点

の試合結果を採用します。尚、同点の場合は抽選で決定します。サッカー大会継続の可否につ

いては、一般社団法人西宮青年会議所理事長の判断により決定いたします。試合続行不可能

の場合の代表決定は抽選により行います。 

 

 

３． 地震発生時の対応  

地震が発生した場合は速やかに活動を中止します。避難場所としてグランド中央部に集まってく

ださい。試合中は主審が笛を大きく鳴らし、ゴールから離れてその場にしゃがみ、その後コート中

央に集まってください。大会継続の可否については、一般社団法人西宮青年会議所理事長の判

断により決定いたします。
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会場到着後の流れ 
 
 

１、 来場について 

お車でお越しの場合は、駐車台数に限りがありますので、各チーム３台までとさせていただきます。

乗り合わせによるご来場にご協力ください。また、大型車によるご来場の場合は、あらかじめご連

絡ください。 

 

２、 会場到着 

（１）試合会場に到着後、指導者１名とキャプテンの２名で本部にて受付を行なって下さい。 

（２）本部にてエントリーシートをお渡しください。また、試合のスケジュールを確認ください。 

（３）運営スタッフよりテント設置場所を聞き、ゴミの処理等の会場使用注意を受けて下さい。 

 

３、 ウォーミングアップについて 

運営スタッフから指示のあった場所でウォーミングアップを行って下さい。試合をしているチームの

邪魔をしないよう注意をお願いします。 

 

４、 トーメント、決勝戦、３位決定戦、敗者復活トーナメント 

（１）先発する選手、指導者、審判は試合開始１０分前までに本部前に集合下さい（時間厳守）。 

（２）メンバー提出用紙に先発メンバー、背番号等の必要事項を記入、運営スタッフに提出下さい。 

（３）運営スタッフが出場選手とメンバー表を照らし合わせ、間違いが無いか確認します。 

（４）試合時間の管理は本部にて行い、試合開始、終了は本部の合図によります。 

 

５、 リフティング大会 

参加する選手は１２：００にコートに集合して下さい。 

 

６、 昼食について 

昼食は各自でご用意いただき、空き時間に各自でとってください。スケジュールがタイトになってお

りますので、短時間で食べられるもの（おにぎり、サンドイッチ）をお勧めします。 

 

７、 サッカー活動中の熱中症の予防と対策について 

（１）チーム指導者にて、選手の朝の健康観察をして下さい。顔色、普段の様子との違い、朝食の

摂取の有無、睡眠時間など会話を通してご確認下さい。 

（２）水分補給をこまめに十分に行って下さい。「水を飲んでおきなさい」だけでは、飲まない選手が  

います。「午前中に水筒が空になるくらい」とか「５００ｍｌのペットボトルの水を試合前と試合後に飲

みなさい」など具体的な指示をお願いします。 

（３）たくさんの汗をかくことが予想されます。着替えは、必ず持参して下さい。
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大会会場について 
 

大会会場：浜甲子園運動公園多目的グラウンド 

〒６６３－８１４３ 西宮市枝川町２０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「会場」 
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大会会場場所 

 

大会会場場所（拡大図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス 

・会場には駐車場がございますが、有料（普通車：３０分１００円、１日最大１，０００円、大型：３０分３００円、１日最大３，０００

円）となっております。駐車台数に限りがありますので、各チーム３台までとさせていただきます。乗り合わせによるご来場にご協力くださ

い。また、大型車によるご来場の場合は、あらかじめご連絡ください。 

・会場までの公共交通機関は以下のとおりです。 

阪神甲子園駅より阪神バス浜甲子園団地行き乗車、浜甲子園運動公園前下車すぐ 

ＪＲ甲子園口駅より阪神バス浜甲子園行き乗車、浜甲子園下車、徒歩約 7分 


