
2020 年度 かなべえ杯女子フットサル大会 開催要項（1217 修正版）  

2020.10.25 作成 12.17 修正  

１．主催  特定 非営 利活 動法人 川崎 市サッカー協 会  

２．主管  川崎 市サッカー協会フットサル委員 会  

３．期日 令和 3 年 1/23（土）、2/28（日）、3/27（土） いずれも 9:00～12:30  

４．会場  川崎 市宮 前スポーツセンター 

５．大会 主旨  フットサルを通して、体 力向 上と健康増 進 を図るとともに、川 崎市 民と周 辺競技 者の交流を深 める。 

６．募集チーム数  

  オープン カテゴリ    :３チーム (中 学生 以上) 

  OVER-３５ カテゴリ  :4 チーム（原 則３５歳以 上のみとするが、３５歳未満 も同時に２人まではピッチに立 てる。） 

 ※2020 年度川崎市 女子 フットサルリーグに参加 している 6 チームは優 先的に参加 できる。 

 ※１つのチームから、両 方のカテゴリに出 場することもできる。その場 合、原 則として選 手はどちらか片方 のカテゴリのみでの登録と

するが、３５歳以上 の選 手３名以内に限り、両方 のカテゴリに登録してもよい。また、役 員 は両方 のカテゴリを兼任できる。 

※応募 が定数より多かった場 合は、川 崎市 在住・在 勤・在 学中の選手 が多いチームを優 先する。 

 

7．参加資 格  

①大会 主旨及 び運 営方 針に賛同し、協力 的に参 加できる女子チーム（サッカー協会 の登録はしていなくてもよい。） 

②リスペクト・フェアプレーの精 神を持ち、競 技規 則や施 設のルール等を遵守すること。 

③原則 として、上記 3 日間すべての日 程で参加 できること。 

④各自 傷害保 険（スポーツ安全保 険等）に加入 していること。 

⑤ユニフォーム 2 種 類を用意 することが望ましい。（リーグ参 加チーム以外 は１種 類でも可 ） 

⑥審判 員を１名以 上登 録すること。（男女は問わない。） 

 

8．競技方 法  （参 加チーム数によって変更 の可能 性あり。各チーム最 低３試 合は実 施。） 

オープンカテゴリ 総 当たり２回 戦 

OVER-35 カテゴリ 総 当たり１回戦  

※リーグ内 の順 位 は、勝 ち点 （勝 ち３、引 き分 け１、負 け０でカウント）→得 失 点 差 →当 該 チーム勝 敗 →抽 選 で決 定

する。 

※どちらかのカテゴリの参 加チーム数が３チームに満たなかった場合は、合同カテゴリでの対 戦の可 能性 もある。 

 

9．競技規 則   

日本サッカー協会発 行の「フットサル競技規 則 2019/2020」及び決定 事項による。尚、下記の細則を定 める。 

【試合時間】予選リーグ、順 位決定リーグとも 6 分-2 分-6 分のプレイイングタイムとする。タイムアウトはなし。 

【累積ファウル】第２ペナルティマークからのフリーキックは、前 後半それぞれ４つ目 のファウルからとする。 

【警告】イエローカードを累 積２枚もらった選手 は次の１試 合 に参加できない。レッドカードをもらった選 手は、次の１試  

  合に参加 できず、さらに、その内容に応じての追 加処 分を委員会にて決定する。 

【用 具 】シャツ・パンツ・ソックスの３点 を選 手 全 員 で揃 えること。（ゼッケン部 分 は、ワッペンなどではりつけたものでも可 とす

る。）ゴールキーパーについてはシャツのみでも可とする（ゼッケンなしも可。ビブスは認 めない）。 

  アンダーシャツ、アンダーショーツを着 用 する場 合 には、チーム全 員 同 色 のものを着 用 すること。（着 用 するかしないかも、試

合ごとにチーム内 で統 一する。） 

  交代要 員は、ユニフォームと異なる色のビブスを着用する 

対戦するチームのユニフォームが同色となった場合はコインイントスでの敗 者がビブスを着用 し、試合を行う。 

【エントリー】何人 でもエントリーできる。ただし、各試 合のベンチ入りメンバーは 12 人までとする。尚、大 会初 日の試 合 30 分

前まで追 加エントリーを認める。（最新 版のエントリー票を当 日持参 ） 



【棄権試合 の扱 い】やむを得ず参加できない試 合ができてしまった場合 は、試 合日 の 1 週 間 前までに委 員会に申し出 ることと

し、その試合は 0-3 の不戦敗 で勝ち点をー1 とする。1 週 間 前までに申 し出がなく不 

参加となった場合は失格 とみなし、順 位は最 下位 となり、他 の日程 はフレンドリー試合 とする。 

 

10．表彰  オープン、OVER-35 それぞれのカテゴリについて、優勝、準 優勝を表 彰する。（賞状 授与） 

 

11．審判・記録・その他   

【主審】川崎 市サッカー協 会 派遣審 判員に依頼する。 

   【第２審判】参 加チームによる相互 審判を原 則とする。（有資 格者が望ましい。審判 服を着用 のこと。） 

   【記録】参加チームで割り振られた試合を担 当する。タイマー、スコアラー等最低 3 人 で行う。 

   その他、会場設 営、駐 車 場誘導 等を各チームで分担 して行う。 

 

12.参加費  

【オープンカテゴリ】 協会登録チーム 7,500 円 / それ以外のチーム 9,000 円 

【OVER-35 カテゴリ】 協会登録チーム 7,000 円 / それ以外のチーム 8,500 円 

 

13．申し込み方 法   

「2020 年度かなべえ杯女 子 フットサル大会 参加 申し込み書兼メンバー表」の所 定フォームに必要 事項を記 入し、エクセル

データをメール添付 して後 述の申し込み先に送付する。  

※ 12/5（土）必 着とする。メールタイトルに「かなべえ杯 申し込み（チーム名）」と記 入すること。 

※申込みが多く、参 加できないチームが出 る場合 には、該 当チームに 12/12（土）までに連絡する。 

※2020 年度川崎 市女 子フットサルリーグに参加 しているチームには、申込みに先 立ち、11/14（土）までに参加 意志 を確

認する。 

 

14．代表者 会議  

   行わない。組み合わせは委員会にて決定する。各チーム、開催 要項 と対戦 表をよく読み、参加すること。 

  ※12/14（月）参加チーム決定、12/26（土）対戦 表決定、発表 の予 定。 

 

15.参加費 振込 期日 12/14（月）～12/25（金）  

※参加チーム数 決定 後の確 定金額を、チーム名で振り込 む。 

16.参加費 振込 口座  

川崎信 用金 庫武 蔵小杉 支 店(普通 ) １１５６５６０ トクヒ)カワサキシサッカーキョウカイ 

 

17.参加申 し込み及 び問 い合 わせ先  
川崎市サッカー協会 フットサル委員 兼 子暁 子  
           Ｅメール: akiko-k@mfpm.jp 

   携帯電話: 090-8640-8246 

 

18．その他  

・新型コロナウィルスの感染 予 防について、下記 対策を守 ること。 

・試合中の事故については当 該チームの責 任において処 置 する。 

・会場内での事 故については、主催者 は免 責とする。 

・施設の利 用ルール、マナーを守ること。（問題 があった場 合 には、委員 会にて処 分を決 定 する。） 

・参加チーム決定 と、対 戦日 程については、川崎 市フットサル委員 会の HP 上で発表する。各チームへの個 別連絡 はしないので、

注意すること。 

http://kawasaki-fa.com/futsal / 



女子かなべえ杯 新型コロナウィルスの感染予防について 

◆基本的な感染対策 

 ・宮前スポーツセンターの使用ルール（別紙）及び川崎市サッカー協会フットサル委員会「新型コロナ対策
ガイドライン」（別紙）、女子大会細則（本紙）を遵守すること。 

  ※体育館や協会備品については、利用した箇所を自分達で消毒するというやり方の徹底にご協力くださ
い。 

 
◆その他注意点 
 ・入館できるのは各チーム 12 名まで。原則として参加選手、スタッフのみですが、必要な場合には子連れ

参加（子守りスタッフ同伴）を認めます。子守りスタッフを含めて 12 名までとします。（ただし、選手に限
り＋３名まで追加入館の申請ができ、全体人数が調整可能な場合には入館を認める。） 

・各日程ごとに、「かなべえ杯用参加同意書」と「入館者名簿」を入館前に運営委員に提出してください。
（参加同意書はチームで１枚としますが、必ず入館者全員の確認をとった上で記入すること。） 

・駐車場は各チーム２台まで利用可とします。（所定の駐車券を提示すること） 
※リーグ参加チームは、配布済の駐車券をそのまま利用してください。新規チームには、初日に配布します。 
・各チームでの活動エリアを完全入れ替えにしますので、決められた時間を守って入退場してください。（設営

担当は 8:50 入館、第１試合対戦、記録等チームは 8:55 入館、それ以外は 9:30 以降に入館。
いずれも終わったら速やかに退館する。） 

・応援席を 7 区画に分け、各チームのエリアとしますので、着替え、荷物置き場として利用してください。（１
月～３月まで同じエリアに固定します。） 

・子どもと子守りスタッフは、自チームの応援席に滞在してください。 
 ・更衣室は、着替えのみ利用可とします。チームごとの利用時間や入室人数は特に決めませんが、密になら

ないように距離をとり、会話を控え、手早く利用してください。シャワーの利用とロッカーに荷物を置きっぱなし
にすることは禁止です。利用後は、設置してある消毒薬で利用個所を消毒して退出してください。 

 ・控え選手用のビブスは共用を避けるため、選手人数分準備してください。（色が異なっても可） 
 ・試合途中で GK が交代する場合には、それぞれの GK シャツを準備してください。（色等が異なっても可） 

・試合前後の握手はなし。ハーフタイムの練習なし。コートチェンジなしなので、コイントスに勝ったチームは、前
半にキックオフをするかどうかを選びます。 

 ・救急用具、ビブス等の貸し出しは行いませんので各自準備してください。（アイシング用の氷のみ委員会で
用意します。）                                       

 
◆写真・ビデオ等の撮影について 
  ・各チームで撮影した写真、動画で他チームが写っているものについては、各チームの関係者のみで見るものと

し、それ以外への掲載や拡散は禁止とする。 
 ・ランニングコース内に三脚を設置しての撮影も可。（管理責任は各チームで負う事。） 

  ・原則として、協会及び各チーム以外の部外者の撮影は禁止です。 
  ・入賞チームの記念撮影及び、試合風景などの写真を川崎市サッカー協会の HP や広報誌に掲載させてい

ただく場合がありますのでご了承ください。 
以上  


