ＪＦＡ 第１8 回全日本Ｏ－６０サッカー大会関東予選会要項
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1.目

的 関東地域の O-60 の優秀チームと 2018 年ＪＦＡ全日本 O-60 サッカー大会代表チーム選出すると
共に、健康の維持と関東各都県との交流を深め、生涯スポーツとしてサッカーの仲間作りを図る。

2.名

称 JFA 第１８回全日本 O-60 サッカー大会関東予選会

3.主

催 (一社)関東サッカー協会

4.主

管 (一社)関東サッカー協会シニア委員会・（公社）千葉県サッカー協会・シニア委員会

5.後

援 市原市教育委員会(予定)

6.協

賛 株式会社モルテン

7.日

程 平成２９年１２月２日(土)・１２月３日(日)

8.会

場 市原市スポレクパークグランド

9.参加資格 (1)1959 年(昭和 34 年)4 月 1 以前生れで、2019 年 4 月 1 日で満 60 歳になっている者
(2)平成 29 年度(公財)日本サッカー協会登録選手によって構成されたチーム。
(3)試合会場に、登録選手証(写真付き)を必ず持参すること。持参しない選手は出場出来
ない。但し、選手証の発行が間に合わない場合は、平成 29 年度 Web 登録申請 の写し(各
都県協会長印のあるもの)により確認を受けた時はこの限りではない。
(4)監督は、原則として(公財)日本サッカー協会公認指導者資格(Ｓ級・Ａ級・Ｂ級・Ｃ級)
を有する者とする
10.チーム数 参加チームは、関東地域の各都県から選出された計 8 チームとする。
11.競技方法 (1)予選リーグ、順位決定戦方式とする。
(2)試合時間は 40 分(前・後半 20)とし、ハーフタイムのインターバルは 10 分間とする。
優勝決定戦(40 分)で 勝敗が決しない場合・（３位決定戦）は PK 方式により決定する。
(3)2 つのブロックでリーグ戦を行い、両ブロックの順位を決定し順位、優勝チームを決定する。
(4)試合球は、400g 軽量 5 号球とする。
12.競技規則 (1)平成 29 年度(公財)日本サッカー協会制定の「競技規則」による。
(2)各試合の登録人数は 25 名以下とし、選手交代は、自由交替制とする。
(3)本大会において退場を命じられた選手は、次の 1 試合に出場はできない。それ以後の
処置については、本大会の規律フェアープレー委員会で決定する。
(4)スライディングタックル及びショルダーチャージの取り扱いについて
大会要項で「大会実施年度の（公財）日本サッカー協会競技規則による｡」と規定
しているとおりで行う。全国シニア関東予選 60 歳以上大会においてはスライディング
タックル及びショルダーチャージの行為を認める事とする。
13.参加申込 (1)参加申込書に登録できる選手は 25 名以内とする。監督が選手を兼ねる場合は、選手欄にも
氏名を記入する。
(2)参加申込は、KICK OFF から申込書に必要事項を入力し、プライバシーポリシー同意書は
下記宛に郵送する。メールにて下記〔 〕アドレスに必ず送る。
(3)送付先：〒284-0008 千葉県四街道市鹿放ケ丘５０７－５ 井上 龍彦
（公社）千葉県サッカー協会シニア委員会事務局
「JFA 第 18 回全日 O-60 ｻｯｶｰ大会関東予選会事務局」Tel:090-8110-1288 担当：井上
都県協会シニア担当者にメールで案内書を送ります。プライバシーポリシーは下記アドレス、
シニア委員会事務局 井上宛に e-メールで送り、原本の郵送をお願いします。
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ka-inoue@bea.hi-ho.ne.jp
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(4)申込締切日：平成 29 年 11 月 10 日(金)まで (KICK OFF 内処理厳守）
14.参 加 料 30,000 円

(平成 29 年 11 月 10 日(金)までに下記口座へ送金すること)

千葉県サッカー協会シニア委員会 会計
千葉銀行 京成駅前支店

三橋 和生

店番号０２５
普通口座番号

３６１１０４８

15.選手変更 登録選手の変更は 5 名以内とし、KICK OFF 内の選手変更届に必要事項を入力する事。
平成 29 年 11 月 14 日〈火〉で KICK OFF 内で処理すること。
16.ユニフォーム (1)ユニフォームは、参加申込書に記載した背番号の正・副 2 着を必ず持参すること。
(2)背番号は、原則として１～２５番までの通し番号が望ましい。
シャツの前面又はショーツにも同じ番号がついていることが望ましい。
(3)参加申込書送付後のユニフォーム及び背番号の変更は認めない。
(4)その他の事項については原則として(公財)日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に則る。
17.マネージャーズミーティングは行わない。試合開始 30 分前にメンバー表(3 枚)と選手証を試合会場本部へ
持参する。選手名を記載したメンバー表を当日配布します。
18.経

費 参加チーム負担とする。

19.傷害保険 本大会参加者は、全員スポーツ傷害保険等に加入すること。試合中の怪我等は各チームの
責任において対応して下さい。
20.組合せ抽選 平成 29 年 7 月 1 日(土)
21.代表者会議

(一社)関東サッカー協会シニア委員会会議で決定した。

なし

22.大会プログラム 各チーム 22 部配布
23.大会事務局
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央３－９－１６ 三井生命千葉中央ビル 1F
（公社）千葉県サッカー協会内「JFA 第 18 回全日本 O-60 サッカー大会関東予選事務局」
Tel:043-310-4888

Fax:043-424-6601 担当：井上

連絡先：
（公社）千葉県サッカー協会シニア委員会事務局

井上 龍彦 090-8110-1288

24.組合せ

JFA 第１８回全日本 O-60 サッカー大会関東予選会
［組合せ］順位決定リーグ
A組

１埼玉

２神奈川

12 月 2 日(土)・12 月 3 日(日)
３栃木

４茨城

B組

１
埼玉県

５
千葉県

２
神奈川県

６
群馬県

３

７
山梨県

栃木県
４

５千葉

市原スポレクパークグランド
６群馬

７山梨

８東京

８
東京都

茨城県

順位決定戦・優勝決定戦 12 月 3 日(日) 市原スポレクパーク G
1組1位
ｖｓ 2 組 1 位
優勝決定戦他各順位による
3 位決定戦：１組２位
ｖｓ ２組２位
：
※ 予選リーグ順位決定（勝ち点、得失点、総得点、当該チームの戦績）で決定する。
※

上位 3 チームが 2018 年度、JFA 第 18 回全日本 O-60 サッカー大会へ参加。
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