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宮崎県内の女子サ ッカーの技術向上 と、健全な心身の育成を図 り、広 く女子サ ッカーの普及振
興に寄与する事を目的とする。
MFA第 31回 九ltlな で しこサ ッカー宮崎県大会
(― 社)宮 崎県サ ッカー協会
(― 社)宮 崎県サ ッカー協会女子委員会

2019年

4月 6日

(土 曜

) 4月 7日

)4月 14日

(日 曜

(日 曜
Ш RISWhヤ マザクラ宮崎県総合運動公園 人工芝・ 陸上競技場 (7日 のみ)
(1)チ ーム :2019年 度 (公 財)日 本サッカー協会 に女子登録 された加盟チームであること。
)

(2)選 手
C止 言己 (1)の チームに 2019年 3月 31日 までに登録された 2007年

(平 成

19年 )4月

1日

以前に生まれた選手とする。小学生は出 場できない。また、中学生以下の選手だけの大会参加申込は
不可とする。
② (公 い 日本サ ッカー協会によ り「クラブ申請」を承認された 「クラブ」に所属するチームについて
は、同一「クラブ」内の分1チ ームに所属する選手を移籍手続きを行 うことな く本大会 に参加させるこ
とができる。 この場合、同一「クラブ」内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させるこ
とも可能 とする。
(ク ラブ申請書 【
証明書】 を提出すること)
なお、選手が所属するチームの種別・種別区分は間わない。
※県予選か ら本大会に至るまでに、同一選手が異なるチームで再 び同一大会に参加申込することはで
きない。但 し、県予選が前年度 に開催される場合 に限 り、同一選手が進学等 によ り、県予選参加チー
ム と異なるチームでの本大会の出場を認める。
(3)外 国選手 :5名 まで登録でき、 1試合に 3名 まで出場できる。
(4)選 手 証 :(公財)日 本サ ッカー協会登録および本大会に参加申し込みを完了した選手のみが
試合に出場する権利を有する。
各チームの登録選手は、原則として (公 財)日 本サ ッカー協会発行の選手証を持参
しなければならない。ただ し、写真貼付によ り顔の認識がで きるもであること。
*選 手証 とは、 (公 財)日 本サ ッカー協会 WEB
システム「 KlCKOFF」 か
・
一
ら出力 した選手証 登録選手 覧を印昂1し たもの、またはスマー トフォンや PC等 の
画面に表示 したものを示す。

8
9

1 0

参加チームおよびその数
宮崎県女子サ ッカニ リー グ前年度上位 2チ ーム をシー ドとし、参加チーム数 に制限は設けない。
競技形式
(1)試 合は トーナ メン ト方式で行なう。
(2)試 合時間は、 60分 とし、ハーフタイムのインターバノИま10分 間 とする。
(3)決 勝戦 において、勝敗が決 しないときは 20分 間の延長戦を行 い、それでも決定 しない場合は、 PK方式
により進出するチーム を決定する。その他の試合は、 PK方 式により決定する。

カ竜
村J現 貝」
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b主 抵≧J∠ 顎″
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① (2018/2019)(公 財)日 本サッカー協会競技制帥こよる。 (上 記∪RL参照)
②試合球はモルテン社「ヴァンタッジオ51XX1 5号 品番 :F5V51XXIP」 とする。
③試合開始前に最大限7人 までの交代要員の氏名を主審に通告しておき、うち5名 まで主審の許可を得て交代
することができる。
ベンチに入れる役員は6名 までとする。
C本 大会において退場を命じられた選手は、次の 1試 合に出場できず、それ以降の処置については、本大会の
規律・フエアプレー委員会で決定する。
C床大会期間中、警告を2回 受けた者は次の 1試合に出場できない。

⑥負傷 した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される役員の数 :2名 以内
C装 身具 :一 切の装身具の着用を禁止し、装身具を覆うテープの使用も不可とする。
C飲 水タイム :主 審の判断により実施する。
⑨主審については、審判委員会へ要請。副審については、各チームの帯同審判とする。
(副 審は全て各チーム相互審判となりますので、有資格者を必ず 1名 以上会場に帯同 しなければならない)
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参加申込

(1)参 加申込し得る人数は、各チーム役員6名 ・選手 25名 を最大とする。
(2)参 加チームは、参加申込書に必要事項をすべて記入の上、下記までE― mailに て参加申込書データフ
アイル (Excel形 式)を 添付送信すること。

尚、書式 の変更 は行わな いで下 さい
(3)デ ータファイル申込絢

日:12019年

4月 1日

(月

)

(4)「 クラブ申請」によ り参加するチームは、財団法人日本サッカー協会の承認書の コピー を持参すること。
(間 に合わない場合、協会へ提出された申請書 (コ ピー可)を 持参 ください)
三ツ元政行 宛
(5)申 込先 :
E一 mall i mitstlDtabtⅧ ne jp

その際、追加選手を朱書きで記入 したエン トリー表 を提出 ください

12

(8)参 加資格を必ず確認の上、申し込みする こと。

10,000円

下記 口座へ、 4月 1日 (月 )ま でに振込み完了の こと。
口座番号 :84521
銀行名 :宮 崎銀行
東宮崎支店
普通 口座
口座名義 : 一般社団法人 宮崎県サ ッカー協会 女子委員会 委員長 三ツ元政行

参加料

●

3

1

ユ ニ フ ォー ム

2019年 度

(公 財)日 本サ ッカー協会ユニ フォーム規定 による。ただ し、以下の項 目においては特 に

本大会用 として規定 を定める。
(1)ユ ニフォーム (シ ャッ・シ ョー ツ・ ス トッキンの については、正の他 に冨1と して、正と色彩 (濃 淡)が
異な り判別 しやす いユニフォーム色彩を参加申込書 に記載 し、各試合に必ず携行すること (FP・ GK共
シヤツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判別 し得るものでなければならない。
)。
(2)選 手番号は参加申込書に登録 した選手番号を付ける こと。ユニ フォームのシヤツが縞 (縦縞 も横縞も)の
場合は、台地 (白 布地等)(縦 30cmX横 30cm位 )に 背番号をつ け、判 りやす くする事。
(3)ユ ニフォームの色彩、選手番号の参加申込締切 日以後の変更は認めない。い勤口選手以外)
(4)ユ ニフォームヘの広告表示については、 (公 財)日 本サ ッカー協会 「ユニフォーム規定」に基づき承認さ
れた場合のみ これを認める。
(5)ユ ニフオームに1也 のチーム (各 国代表・ プロクラブチーム等)の エンブレム等が付 いているものは着用で
きない。
14表 彰
(1)優 勝以下準働勝まで表彰する。倒 勝チームは、第 31回 九JIIな で しこサ ッカー大会の出場資格 と義務を得
る。 5月 11日 ・ ￢2日 (長 崎県開催)

15

(2)表 彰式は、全試合終了後に試合会場にて行 う。
組合せ 3月 9日 女子委員会にて決定。
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その1也

(1)本 大会実施委員会内に規律・ フェアプ レー委員会を組織する。規律・ フエアプ レー委員会の委員人選につ

いては、委員長に一任する。
(2)メ ンバー提出用紙 :試 合開始 30分 前までに所定の場所に出場選手の選手証と共に提出する。(ユ ニフォー
ムカラーは無記入)

(3)マ ッチ コーディネーシ ョンミーティング :決勝戦のみ
●マ ッチ コーディネーションミーテ ィングを決勝戦開始時間の 60分 前 に試合会場の所定の場所 で
実施する。
●両チームのユニフォーム を決定する。(チ ームはュニフォーム正副―式 (FP・ GK共 )を 持参すること。
●諸注意事項の説明等を行う。
(4)大 会規定に違反し、その他不都合な行為のあつた時は、大会規律・ フェアプレー委員会および、
(― 社

)宮 崎県サッカー協会理事会の裁定に従 うものとする。

(5)大 会要項に記載されていない事項については、本大会実施委員会において協議の上決定する。
(6)監 督会議 :行わない (各 チームの時間 に合わせて集合願 います
(7)開 会式は行わない
(8)閉 会式は表彰式と同時に行 う。なお、閉会式の参加については、倒 勝・準倒 勝チームのみ とする。
(9)大 会時の事故・傷害の処置については、各チームにて行 う。
)

(10)主 催者は、参加者の負傷その他疾病等 に対 しては一切責任を負わない。また、競技者 は健康保険証を持参

し、 2018年 度スポーツ安全保険に加入 していることが望ましい。
(11)罰 則規定 :大 会登録選手 (追 加 を含む)を 」FA登 録 していなかつた場合、次年度 の大会へは出場できない、。

(12)※ 選手の変更・ 追加 は自チームの第 1試 合 日、開始 1時 間前 まで とす る。
但し、審判の時間にはくれぐれも遅れないようにして下さい。

(13)4月 6日 (土 曜 )会 場準備を参 加チー ム より3名 出して頂き行う。(未参加 のチームが あった場合
の 罰則 については 、役員会 において決定す る)

(14)ベ ンチテン トは大会本部では準備 しませんので必要なチームは各チームで準備をお願いします。
付記
雷、大雨、台風等の自然災害時においては可能な限り限られた範囲内で最大限大会を実施する。実施不可能と
判lllさ れた場合は大会本部 と女子委員会において対応を判断する.対 芯策がない場合は抽選で決定する
なお、その場合の大会参加*判 ま、原則として返金しない。
以上

