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JFA ファミリー フットサルフェスティバル 2022 新潟 in 下越 

 

実 施 要 項 

 

１．名   称 JFA ファミリー フットサルフェスティバル 2022 新潟 in 下越 

２．主   旨 家族の触れ合いの場、コミュニティでのスポーツ活動の機会の提供を目指します。 

        これまでサッカーに親しんだ事が無い人も含めて、より多くの人々がボールを蹴る楽し 

        みを身近に味わえる機会を提供することを合わせて目的とします。 

３．主   催 一般社団法人 新潟県サッカー協会 

４．主   管 新潟県フットサル連盟 

        新潟県下越地区サッカー協会 

５．後   援 公益財団法人 日本サッカー協会 

６．特別 協 賛  

７．協   賛 イトウスポーツ、モルテン 

８．会   場 サン・ビレッジしばた 

          住所：新発田市五十公野 6080 

          TEL：０２５４（２３）８６７０ 

９．期   日 2023 年２月２３日（木祝） 

10．参加チーム チームは以下のカテゴリーＡ、B、L のいずれかに参加できます。 

 (1) 参加チーム数 

   特に上限は設けませんが、参加申込選手の合計が 200 人を超えた場合またはフェスティバル運営に 

支障が生じる場合には抽選等により、参加チームを限定することもあります。 

(2) 参加チームのカテゴライズ 

  ＜カテゴリーＡ＞ 

大人（男女）と子供の混成チーム。大人・子どもともにサッカー・フットサルを専門的に行った経験 

は問いません。子供は中学生 2 年生以下の女子または小学 6 年生以下とします。 

  ＜カテゴリーB＞ 

   大人（男女）と子供の混成チーム。大人・子どもともにサッカー・フットサルを専門的に行った経験 

は問いません。子供は小学４年生以下とします。 

  ＜カテゴリーL＞ 

18 歳以上の女性のみで構成されるチーム。サッカー・フットサルを専門的に行った経験、年齢は問い

ませんがサッカー、フットサル経験者出場には人数制限が有ります。 

 (3) 参加チームの構成 

   単一または複数の家族によって構成されるものを基本とし、チームのメンバーに３名以上の１家族 

  もしくは２名以上の２家族を含んでいること。また「13．競技方法(2)競技者数」の要件を満たすこと。

メンバー数は「18．参加申込(1)」の通り５〜15 名とし、全てのリーグ戦の試合を棄権することなく 

こと。ぎりぎりの人数で参加した場合、怪我等によって人数が揃わなくなることがありますので、人数に

は余裕をもってください。カテゴリーL とカテゴリーA、B の掛け持ちを可能とします。 

11．参 加 選 手  

参加申込をいただいた方であればどなたでもご参加いただけます。 

12．競 技  規 則 

(1) 特に定める以外には、フットサル競技規則に従います。 

(2) ファウルの累積による第２PK はなしとします。 

 (3) 退場処分を受けた場合、原則として当該試合のみの処分とし、次の試合は出場可能とします。 

(4) 大会の品位を著しく汚す、他のチームや会場等に多大な迷惑をかける等、状況によっては大会 

  本部で当該選手・チームの大会出場を停止させる場合があります 

(5) 女性及び小学生に対するショルダーチャージ等の身体が接触するプレーはファールとして相手チーム 

にフリーキック（直接）を与える。 

(６) 中学生以上の男性のインステップキックによるシュートは禁止とし相手チームに直接 FK を与える。 
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13．競 技  方 法 

 (1) 大会形式 

   各カテゴリーとも４チーム総当たりのリーグ戦とし、順位は勝点（勝＝３、分＝１、負＝０）合 

  計の多いチームを上位とし、同勝点の場合には得失点差の多いチームを上位とします。尚も決しな 

  い場合には同順位とします。ただし、プレーを楽しむことがフェスティバルの主旨ですので、あく 

  までも順位は試合を行う楽しみの一つとして決めるものです。各カテゴリーの参加チーム数によっ 

  ては、大会形式が変更になる場合もありますが、各チーム最低３試合は行うことができます。 

(2)  競技者数 

＜カテゴリーＡ＞ ピッチには 20 歳以上の大人２名ならびに女子中学生または小学 6 年生以下の 

選手２名が常時出場していること。同時出場できる大人の男性は 2 名を上限とする。 

＜カテゴリーB＞ ピッチには 20 歳以上の大人２名ならびに小学４年生以下の選手２名が 

常時出場していること。同時出場できる大人の男性は 2 名を上限とする。 

＜カテゴリーL＞ ピッチ上には女性 5 名常時出場していること。サッカー、フットサル経験者の出場は 

 1 名までとする。 

 尚、全てのカテゴリーにおいて、ピッチにはゴールキーパー１名とフィールドプレーヤー４名が出 

   場していること。また、「10．参加チーム(2)(3)」の制限も守ってください。 

 (3) ピッチサイズ 

   原則として幅 1７m×長さ２７m とします。 

 (4) 試合時間 

   前後半７分ずつのランニングタイム、ハーフタイム２分、延長はありません。 

 (5) ボール 

   フットサルボール 

(6) 得点 

 ＜カテゴリーＡ＞ 

   小学6年生以下の選手、女子中学生の選手：2点 

    中学 1 年生以上の男性、※サッカー、フットサル経験者の女性： 1 点 

   中学１生生以上でサッカー、フットサル未経験の女性：４点 

   オウンゴール：相手チームに１点 

  ＜カテゴリーB＞ 

   小学４年生以下の選手：３点 

    中学 1 年生以上の男性、※サッカー、フットサル経験者の女性： 1 点 

中学１生生以上でサッカー、フットサル未経験の女性：４点 

   オウンゴール：相手チームに１点 

＜カテゴリーL＞  

サッカー、フットサル経験者の女性： 1 点 

サッカー、フットサル未経験の女性：４点 

 ※サッカーフットサル経験者は学校部活動、クラブ、サークル等で 2 年以上継続的にサッカーの練習、試合

を経験した選手とします。（該当者がいる場合は試合前に審判に申告の事） 

 (8) 審判員 

   当フェスティバルにおいては、試合を１名の審判員によって行います（通常のフットサル試合はでは 

   ２名）。審判員は、新潟県サッカー協会審判委員会よりの派遣を原則としますが、大会参加チームから 

   の審判も歓迎します。 

 

14．用   具 

 (1) チームならびに選手の用具は各自で準備してください。 

 (2) ユニフォーム 

   チームでユニフォームを揃えることを必要とせず、背番号も義務づけません。 

   また、揃ったユニフォームを着用する場合、上衣のみ揃っている場合も可とします。 

   揃いのユニフォームを着用しない場合、大会本部で用意したビブスを着用していただきます。 
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   パンツについて、季節を考慮して、ロング丈のジャージの着用を可とします。 

   パンツの丈に関わらず、必ず長いソックスもしくはストッキングを着用すること。 

 (3) すね当て 

   必ずすね当てを各チームで準備し、各選手が着用すること。 

 (4) シューズ 

   必ずシューズを着用すること。ピッチ面は木質フロアなので、靴裏に大きな凹凸がなく、ゴム質が 

   柔らかい靴。および、靴裏の色が飴色または白とします。 

15．表   彰 

   参加記念品 各チームに参加賞を授与します。 

16．組み合わせ 抽選により決定します。 

17．フェスティバル日程（参加チーム数によって変更となる場合があります） 

  ２月２３日（木祝） 

    開 会 式  行いません 

    競技時間  １０：００〜１６：３０ 

    閉 会 式  行いません 

1８．参加申込  

(1) 本フェスティバルにエントリー（参加申込をして出場）できるメンバーは、５名以上１５名まで 

 とし、監督、コーチなどの役職は特に設けません。 

 (2) 申込締切日  2023 年２月 10 日（金）までに 事務局に必着 

 (3) 参加チームの申し込み 

  参加を希望するチームは、所定の参加申込書に必要事項を入力し、事務局あてに E-mail で申込んで下

さい。メンバー変更のある場合には、フェスティバル当日、受付で申し出てください。ただし、変更後にも

参加に関する規定（人数、カテゴリー等）が守られていることが必要です。 

(4) 参加料  無料 

19．経   費 

  交通費等、各チームの大会参加に関わる経費については各チームが負担してください。 

20．そ の 他 

(1) 各チームとも大会の主旨を尊重、理解した上で、互いにプレーを楽しむことを第一優先とし、怪 

 我のないよう十分に配慮してプレーしてください。 

 (2) 参加する選手は健康保険証またはコピーを持参してください。 

(3) 日本サッカー協会にて参加者全員が行事参加者傷害保険に加入する予定ですが、原則として参 

 加者の負傷については、新潟県サッカー協会で応急処置のみを行い、それ以外は各チームの責任と 

 します。 

(3) 試合時、ベンチには試合のメンバーのみが入ることができます。 

メンバー以外の方は２階ギャラリーで観戦してください。 

 

フェスティバル説明・組合せ抽選会 

組合せについては主催者側で行い事前の説明会は開催しません。 

当日開会式で要点はご説明いたしますが、チーム代表者には後日「フェスティバル参加チーム代表 

者用事前説明文書」「新型コロナウイルス感染予防対策」を送りますので内容の確認をお願いいたし 

ます。 

 

フェスティバル事務局 

  下越地区フットサル委員会 担当 磯部智洋  E-mail isobe14@ce.wakwak.com 

  新潟県フットサル連盟ホームページ http://www5f.biglobe.ne.jp/~niigata_ff/ 

大会に関する問合せは E-mail isobe14@ce.wakwak.com まで連絡先を入れたメールを送信してください。

追って担当よりご連絡いたします。 

 

 

http://www5f.biglobe.ne.jp/%7Eniigata_ff/
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フェスティバル参加に伴う個人情報の取り扱いについて 

 

新潟県フットサル連盟 

 

新潟県フットサル連盟では、皆様からご提出いただきます参加申込書の取り扱いを以下のように定めてお

りますのでお知らせいたします。 

大会参加にあたりまして、以下を熟読いただき、参加申込書のプライバシーポリシー同意欄に○を付けてく

ださい。 

 

参加申込書・選手エントリー票で取得する個人情報 

① 代表者氏名・住所・電話番号・FAX 番号・携帯番号・E-mail アドレス 

② 選手氏名・年齢・性別・サッカー及びフットサルの経験年数など 

 

使用目的・開示先 

大会・試合のプログラム・発行物への掲載・・①より氏名と② 

プログラム・発行物の原稿提出としての印刷業者等への提供・・①より氏名と② 

大会運営のための主管者・事務局における情報保持と利用・・①② 

（提出された書類のコピー作成、データベースによる情報管理を含む） 

報道関係者への大会情報の提供＝大会プログラム・・①より氏名と② 

以降の大会等の案内のための情報保持と利用・・① 

チーム相互の連絡のための参加チームへの情報開示・・① 

 

撮影する写真と使用目的 

※ 本フェスティバルにおける写真の使用権は（社）新潟県サッカー協会に帰属します。 

① フェスティバル本部で撮影するもの 

       日本サッカー協会への報告書への添付、新潟県サッカー協会発行物への掲載 

② 報道機関が撮影するもの 

     報道目的 

 

◆上記目的以外の利用並びに上記開示先以外の第三者に対する情報の提供は一切いたしません。 

◆大会登録票ならびに大会エントリー票により取得した情報は主管者にて管理いたします 

◆大会登録票、大会エントリー票および大会運営のために使用したこれらのコピー、電子データ 

については、大会終了後６か月を目処にシュレッダー処分、消去いたします 

◆以降の大会等への案内のために情報をデータベース化する場合には、情報は主管者にて管理し 

ます 

 


