
第３9 回栃木県 U-11 サッカー大会
JA 全農杯の部  要項

１ 目 的      本大会はサッカー競技を通して心身を鍛え、フェアプレーの精神を養い、正しく、
        強く、そして創造力豊かな人間をつくることを目的とする。
２ 主 催      （公社）栃木県サッカー協会  下野新聞社
３ 主 管      栃木県少年サッカー連盟
４ 協 賛      JA 全農とちぎ  
５ 後  援    栃木県教育委員会 栃木県内市町サッカー協会
６ 期 日     令和 3 年１２月１９日（日）・令和４年 1 月８日（土）・1 月１５日（土）
        予備日：１月１０日（月祝）
７  会 場      県内各地区のグランド
８ 資 格

（１）団 体 ①大会実施年度に公益財団法人日本サッカー協会第４種に加盟登録した団体

（２）チーム

①正式に登録された監督・選手と大会登録のコーチで構成されたチームとする。
②本大会（「JA全農杯の部」と「U-11大会の部」は同一大会と見なす）に上記

１団体から２チーム以上が参加する場合は、１チーム目は①の条件を満たすもの
とし、２チーム目以降は正式に登録された選手と大会登録の監督・コーチで構成
されたチームとする。また、監督・コーチは、チーム別に登録されていること。

（３）選 手

①上記団体（チーム）に所属する選手であり、公益財団法人日本サッカー協会発行
の選手証を有するもの。

②５年生以下の選手であること。
③追加登録選手は、本連盟の定める正規の手続きで追加登録を完了したもの。
④移籍選手は、本連盟の定める正規の手続きで移籍したもの。

（４）帯 同    
審判員

①帯同審判員は６名以内。地区理事の承認を受けている審判員であること。
②同時に 2 名、審判を担当できるようにすること。

（５）ﾕﾆﾌｫｰﾑ
①試合当日にユニフォーム(シャツ・パンツ・ストッキング)は正の他に、副として

正と異なる色のユニフォームを有すること。

９ チームの構成人数と条件
    チーム構成は、監督１名・コーチ２名以内・選手１６名以上２４名以内とする。
  (1)大会に参加する選手は、スポーツ安全保険に必ず加入していること。
  (2)大会における選手の傷害等の補償は、スポーツ安全保険の範囲内のみで、主催者は一切負わない
  ものとする。
  (3)大会に参加する選手は必ず保護者の承諾を得ていること。
  (4)Ｄ級以上のライセンスを取得している監督及びコーチのみ、ベンチ入りを認める。
10 競技規則  大会実施年度公益財団法人日本サッカー協会制定の競技規則による。
       但し、以下の項目については特に少年用として大会規定に定める。

(1)競技人数 ８人制
   ・試合ごとの人数は１６名。ベンチには交代要員８名と試合に出ない大会登録選手全員が入る

ことができる。
・交替要員以外の選手は、ベンチ入りの選手とは異なる色のビブスを着用すること。
・第１ピリオドと第２ピリオド間では選手を総替えする。第 3 ピリオドは交代自由とする。
・負傷者が出た場合、退場者が出た場合は選手を補充し常に 8 人でプレーする。
・ 同一選手の出場は２ピリオドまでとし、３ピリオド全てに出場することはできない。
・延長戦については前後半同一選手の出場ができる。

  (2)競技時間
・３６分（12 分×３ピリオド）とする。
・第１、第２ピリオド間は競技者総入れ替えに要する時間のみ。
・第２、第３ピリオド間は５分としコイントスの時間も含む｡
・第３ピリオドのサイドはコイントスで決定し、６分程度が経過したところでサイドを変える｡
・トーナメント戦において勝敗が決しない場合は、PK 方式（３人）により決定する。ただし

準決勝戦・決勝戦において勝敗が決しない場合は 6 分（前・後半 3 分）の延長を行い、なお
決しない場合は、ＰＫ方式（3 人）とする。

(3)競技場
・芝、クレー（土）のグラウンドを使用する。・長方形で６８ｍ×５０ｍを原則とする。

      ・ペナルティーエリア   １２ｍ            ・ゴールエリア       ４ｍ
      ・センターサークル    半径７ｍ            ・ペナルティーマーク ８ｍ
  (4)ゴール    ５ｍ×２．１５ｍの少年用ゴール
  (5)使用球    ４号球（公認球）
  (6)キックオフからのゴールインは得点と認めず、相手のゴールキックで再開する。
  (7)フリーキック、コーナーキックのとき、相手選手は７ｍ離れる。
  (8)反則により警告が２回累積及び退場した選手・監督・コーチは、次の１試合出場停止。なお選手

が退場した場合は、交代選手の中から補充を認める。地区最終戦の退場は持ち越すが、警告の累



積は持ち越さない。
(9)選手の用具

・本大会に登録した正・副２組のユニフォームを試合会場に持参し、いずれかを着用しなければ
ならない。
・ユニフォームの正副の２色については、明確に異なる色とする。
・主審は、対戦するユニフォームの色彩が類似しており、判別しがたいと判断した時は、両チー

ムの立ち合いのもとその試合において着用するユニフォームを決定する。
・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。但し、ビブス等は不可。
・ソックステープ等の色は問わない。但し、チーム内で同色のものを着用する。
・アンダーシャツ、アンダーショーツ、タイツの色は問わない。但し、チーム内で同色のものを

着用する。
・特別な場合において、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

でも良い。
11 競技方法
  (1)リーグ戦方式  リーグ戦の順位決定手順
           ①勝ち点（勝ち３、分け１、負け０） ②得失点差    ③総得点
          ④当該チーム同士の勝敗       ⑤ＰＫ（３人）
  (2)リーグ戦で勝ち上がったチームによるトーナメント戦方式
  (3)１次リーグでは、原則各地区の優勝チームをシードする。また、原則同一地区は当たらない。
12 表 彰
        優 勝             表彰状、カップ、優勝旗、楯、メダル

           準優勝             表彰状、カップ、楯、メダル
           ３ 位（２チーム）           表彰状、カップ、楯、メダル
         優秀選手（１６名以内）     表彰状、メダル

優勝監督賞           表彰状、記念品
13 代表権

優勝、準優勝の２チームを、「JA 全農杯全国小学生選抜サッカーIN 関東」へ推薦する。
14 参加申し込み 令和３年１１月２３日（火）から１１月２７日（土）まで

ＪＦＡ登録サイト「KICKOFF」にて行う。
15 参加料 １２／４（土）～１２／１０（金）に大会参加費１５,０００円を銀行振り込みで納入
16  抽選会

下記のとおり地区代表者による代理抽選会を行う。
  (1)期日 令和３年１２月４日（土）１３：３０ 栃木県グリーンスタジアム第４会議室
  (2)大会関係詳細等については抽選会前に各チームにメール等で配付。不明な点は地区理事まで。
17 表彰式

(1)期日 令和４年 1 月１5 日（土） 決勝戦終了後
(2)会場 とちぎフットボールセンター

18 確認事項
  (1)参加申込の留意事項。
  ・チーム情報（連絡先、指導者、参加選手、ユニフォーム等）を正しく登録すること。参加申込

終了指定日以後は変更を認めない。
  (2)各チームの監督は「監督証」「ライセンス証」、コーチは「ライセンス証」を首から下げる形で

携帯すること。
  (3) 以下に該当するチームは不戦敗（０－３の没収試合）とする。
    ・色の異なる正副２着のユニフォームを用意できない場合
    ・試合開始時、選手 16 名未満及び棄権の場合
    ・試合開始時刻に３０分以上遅れた場合

※リーグ戦において、いずれの試合でも不戦敗になったチームは、リーグ戦を勝ち上がる権利を失
う。行った全ての試合を 0－3 敗戦とする。

  (4)大会当日第１試合開始４０分前に、各会場で監督打ち合わせを行う。
(5)本大会は、公益財団法人日本サッカー協会「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。大会

規律委員会の委員長は大会運営委員長とし、委員については委員長が決定する。本実施要項の記
載事項にない事例に関しては、大会規律委員会にて決定する。

(6)コロナ感染症拡大防止について
・大会事務局から出されるコロナ感染症拡大防止に関わる指示事項について遵守すること。
・「令和３年度 大会参加における新型コロナウイルス対応に関する承諾書」を、大会１日目の監

督打合せの際に本部に提出すること。
・大会当日「大会参加者名簿」「健康チェックシート（チーム用）」を、自チーム 1 試合目の

30 分前までに本部に提出すること。



第３９回栃木県 U-1１サッカー大会・JA 全農杯の部
監督打ち合わせ要項

１ 出席確認（監督証の確認） 大会参加承諾書の提出（1 日目のみ）

※「大会参加者名簿」「健康チェックシート」は自チーム 1 試合目の３０分前までに提出。

２  大会要項・日程等の確認

(1) 試合時間、勝敗が決しない場合の延長の有無、試合順、審判割り当て、ボール（持ち寄り）、チームが

入るベンチサイド、ベンチ入りチーム役員の人数、チーム役員による指示、交代選手人数等の確認。

(2) 「大会参加申込書」を持参する。提出の必要はないが、本部から求めのあったときは提示すること。

  (3) メンバー提出用紙を、試合ごとに２部提出。（原則、前の試合の第２ピリオド開始時まで。第１試合お

よび準決勝・決勝は試合開始３０分前まで。）第１・第２ピリオドそれぞれ出場選手８名に○をつける。

第３ピリオド欄については先発選手に○をつける必要は無い。※第４審が選手管理欄として使用。試合

に出場しない選手については第１・第２・第３ピリオド全ての欄に×を付ける。※試合に出場しない選

手もベンチ入りすることができる。ただし出場する選手とは異なる色のビブスを着用すること。

  (4) ベンチ入りチーム役員についての確認。

→監督は「監督証」または「仮監督証」「指導者ライセンス」、コーチは「指導者ライセンス」を紙ベ

ースで常に首から下げる形で携帯すること。電子データは認めない。

  (5) チーム役員が、必要な「監督証」「指導者ライセンス」等を忘れた場合はベンチ入りできない。

(6) ベンチと保護者が観戦する場所は区別すること。

３ 試合開始時刻の厳守

(1) ピッチ内での練習は、原則として前の試合の第２、第３ピリオド間の５分間とする。前の試合終了後、

ピッチ内に入っての練習も認める。ただし試合開始予定時刻５分前には整列し、審判による試合前のチ

ェックを受けられるようにすること（時間厳守）。第１試合及び準決勝、決勝は、試合開始１５分前か

らピッチ内練習を認める。ただし試合開始予定時刻５分前には整列し、審判よる試合前のチェックを受

けられるようにすること（時間厳守）。（会場担当及び審判員が協力して管理）

  (2) 審判員が、開始時刻を守って行う。

４ 審判打ち合わせ

  (1) 前の試合の第２ピリオド終了後にメンバー提出用紙の確認と打ち合わせをする。第１試合及び準決勝、

決勝戦は、試合開始２０分前から行う。

５ 大会プログラム（メンバー提出用紙）の確認

  (1) 記載に間違いがある場合は申し出る。会場責任者は、事務局もしくは会場の県理事まで連絡する。

６  会場使用上の注意

(1) チーム待機場所、水道、トイレの確認及び、立入禁止場所、練習場所の確認

  (2) 施設・周辺環境への注意事項 ※公園内は火気厳禁である。ガスコンロ等の火気を使用しない。

  (3) 緊急医療施設の確認

(4) 駐車場（駐車区域）の厳守・車の施錠・貴重品の保管

(5) ゴミは必ず持ち帰る。

７ 感染症対策について（確認）

※ 監督打ち合わせ終了直後に、ブロック内のチーム同士でユニフォームの色の確認をしてください。判断に迷

う場合は、会場責任者に申し出て、試合担当の主審と相談してください。

月 日 会  場 会場準備 会場担当 駐車券 備考（バス）

１２／１９

足利市西部多目的運動場（あしスタ） 両 毛 K-WEST．FC2001 無し マイクロ可

キョクトウ青木フィールド（青木サッカー場）A 北那須 三島FC 無し バス可

キョクトウ青木フィールド（青木サッカー場）B 北那須 益子SC 無し バス可

１／８ 栃木県グリーンスタジアムサブグランド 宇 河 少年サッカー連盟 ５枚 マイクロ可

１／１５ リアンビレッジ矢板（とちぎフットボールセンター） 塩 南 少年サッカー連盟 無し マイクロ可



三島ＦＣ …

ヴェルフェ矢板Ｕ－１２ …

ＦＣバジェルボ那須烏山 …

ともぞうサッカークラブ …

ＴＥＡＭリフレＳＣ …

ｕｎｉｏｎ　ｓｐｏｒｔｓ　ｃｌｕｂ …

栃木サッカークラブ　Ｕ－１２ …

Ｓ４スペランツァ …

ＦＣみらい …

ＩＳＯＳＯＣＣＥＲＣＬＵＢ …

ＦＣアリーバ …

ＦＣグラシアス …

ＷＥＳＴ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ …

おおぞらＳＣ …

ＦＣ真岡２１ファンタジー …

益子ＳＣ …

ＦＣ　ＶＡＬＯＮ …

ＭＯＲＡＮＧＯ栃木フットボールクラブＵ１２ …

御厨フットボールクラブ …

ＦＥ.アトレチコ佐野 …

Ｋ－ＷＥＳＴ．ＦＣ２００１ …

（宇河地区）

第39回栃木県U-11サッカ－大会
　JA全農杯の部　出場チーム

（宇河地区）

（宇河地区）

（宇河地区）

（両毛地区）

（宇河地区）

（宇河地区）

（下都賀地区）

（下都賀地区）

（両毛地区）

（芳賀地区）

（両毛地区）

（芳賀地区）

（芳賀地区）

（宇河地区）

（宇河地区）

（宇河地区）

（北那須地区）

（塩谷南那須地区）

（塩谷南那須地区）

（宇河地区）



第３9回栃木県U-11サッカー大会

JA全農杯の部・Uｰ11大会の部 大会資料

１ 抽選会
令和3年１２月4日（土） １3：3０～ 栃木県グリーンスタジアム第４会議室

（１）開会
（２）主催者挨拶

・（公社）栃木県サッカー協会・下野新聞社
（３）協賛者挨拶

・JA全農とちぎ様
（４）抽選（代理抽選）各地区代表者

・各地区シード抽選→会場担当チーム抽選→各チーム抽選

①JA全農杯の部 ②新人大会の部

（５）閉会

◇JA全農杯の部

１２／１９（１日目）

会場名 会場担当チーム 駐車券 備考準備担当地区

K-WEST．FC2001 両毛 無し マイクロバス可足利市西部多目的広場

三島FC 北那須 無し バス可キョクトウ青木フィールド（青木サッカー場）A

益子SC 北那須 無し バス可キョクトウ青木フィールド（青木サッカー場）B

１／8（2日目）

少年サッカー連盟 宇河 5枚 マイクロバス可栃木県グリーンスタジアムサブグランド

１／15（最終日）

少年サッカー連盟 塩南 無し マイクロバス可リアンビレッジ矢板 （とちぎフットボールセンター）

◇U-11大会の部

１２／１９（１日目）

会場名 会場担当チーム 駐車券 備考準備担当地区

足利SCジュニア 両毛 無し マイクロバス可五十部運動公園サッカー場

別処山公園 南河内SSS 下都賀 無し マイクロバス可

栃木ウーヴァFC 下都賀 無し マイクロバス可大平運動公園多目的広場

SAKURA 喜連川SC・Jr 塩南 無し マイクロバス可グリーンフィールド

１／8（２日目）

SAKURA 少年サッカー連盟 塩南 無し バス不可グリーンフィールド

１／１5（最終日）

少年サッカー連盟 塩南 無し マイクロバス可リアンビレッジ矢板 （ヴェルフ ェドリ ームフ ィールド）



２ 大会要項・組合せ表（空）・大会当日監督打ち合わせ要項・参加チーム一覧（別資料）

・不明な点は抽選日までに各地区理事まで。

３ 大会参加費について

・抽選後、１２／4（土）から１２／10（金）までに、大会参加費￥１５０００を振り込む。

※銀行振り込みについての詳細は4月に地区理事より配付された通知「大会参加費の支払いにつ
いて2021」を参照してください。特に、振り込み依頼人名には「大会コード」「地区コード」「チーム
名」を記入しますので注意してください。

４ メンバー提出用紙、仮監督証、駐車券について

・組合せ決定後、地区理事より各チームにメールにて送付。

・仮監督証は２チームエントリーしているチームにのみ配付。その他のチームはkickoff

から監督証を出力して持参すること。

※バスは駐車券２枚使用。（駐車券発行の会場で、バス駐車可の場合のみ）

５ 会場担当チーム用資料、分担金について

・地区理事より各チームにメール配信及び手渡し等で配付。

６ 感染症対策について

・チーム関係者（指導者、選手、保護者）全員、マスク着用をお願いします。

※試合中、練習中の選手、審判については外して結構です。

・会場での食事は可能な限り摂らないようにしてください。試合日程上、やむを得ず食

事をする場合は、感染症対策を十分に講じた上でお願いします。

・自チームの試合が終了次第、会場から退場してください。

・会場への選手保護者の到着は、自チーム試合１時間～１時間３０分前を目安にお願いし

ます。あまり早く会場入りすることのないように御協力をお願いします。

・ベンチ及びチーム待機場所でのソーシャルディスタンス確保をお願いします。

７ 大会に関わる物品の共有禁止（各自で用意、管理の徹底に御協力を）

・副審用フラッグ

・マスク、タオル、ビブス、タオル等


