
第15回 レイソル杯

３年生以下

　　　 　 

■場所　音頭金属フットサル場
　　　　　

主　催 野田市サッカー協会　
主　管　 野田市少年サッカー連盟

野田市サッカー協会　第４種委員会
後　援 野田市教育委員会

（株）日立柏レイソル

■期日　10/16（日）・ 10/30（日）
予備日　 （未定）

決勝大会



１) 主旨 低学年代の試合を通じ スポーツの普及・交流ならびに健全な育成を図る。

２）主催 野田市サッカー協会　

３）主管 野田市少年サッカー連盟
野田市サッカー協会　第４種委員会

４）後援 野田市教育委員会　　　（株）日立柏レイソル

５）会場 音頭金属フットサル場

６）　競技規則 ・5人制フットサルルールに準ずる。 （7分-2分-7分）
・小学３年生までのメンバーで構成されたチームとする。
・人員の制限はしないがベンチに入る人員は１２名までとする。
・各チーム２チームを上限に参加を認める。但し双方の試合出場は不可。
・選手交代の制限はしない。
・すねあては着用すること。
・スポーツ傷害保険に加入していること。
・スパイクは禁止とする。（音頭金属フットサル場内）

７）参加資格 ・当リーグ主管者にあらかじめ申込をしたチームであること。
・成人者が引率していること。１名以上の審判協力者を帯同すること。
・選手は必ず保護者の同意を得、チームがその承諾を確認していること。

・参加費　　１チーム　７，０００円

・当日、本部に持参して下さい。

・審判は1人制（審判服着用）

８）試合方法 ・全チーム2回総当りリーグ戦。
・リーグ戦順位の決定　①勝点（勝３・分１・負０）②得失点差③総得点④抽選

９）試合日程 ・下記の日程で行なう。
・当日チームの事情で不参加の場合は、主管に連絡をして後日チーム主導で
　試合を実施するようお願いします。
雨天等中止の場合は、対戦予定を翌開催に繰り下げ進行する。

第1節 10月16日（日） 予備日 未定

第2節 10月30日（日）

第3節

第4節

　
10）表彰 優　勝　　　　賞状・レイソル賞持ち回りカップ　・ トロフィー  ・ 記念品

準優勝 賞状・準レイソル賞　トロフィー  ・ 記念品 
第３位 賞状・豆っこ賞・トロフィー・記念品
参加賞 賞品

成績１位、２位，３位のチームはレイソルが主催する決勝大会に参加できる。

12）その他 ・ケガ・事故等の対処は当該チームが責任を持って履行すること。
・大会中止・延期の決定は当日６時３０分に主管チームが決定する。
　※各チームは、主管チームに連絡を入れ確認すること。
・駐車場でのボールの使用は禁止、他使用の際は、マナーを守り後片付けは
　各チーム責任を持ってお願いします。

主管 エンデバーＦＣ 連絡先　　

影山　剛久 ＰＣ　y-kageyama@kakko.co.jp
携帯 　090-9146-2108
　　　　haru9.taku10.r9@gmail.com

2022年度　第15回 レイソル　野田豆っこリーグ　開催要項



ルール・会場注意事項 

注意事項 
雨天等で大会中止の決定は、当日６時３０分に主管チームが決定します。 
※雨天等で開催判断が難しい場合は、主管チームに連絡を入れ確認する事。
連絡先：090-9146-2108  エンデバーFC  影山 

 

車の台数はエントリー数×５台まででお願いします。 

駐車場内にある資材には近づかない様にお願いします。 

駐車場内でのボールの使用は禁止です。 

飲食はコート外でお願いします。（火気厳禁・ゴミは各自持ち帰って下さい） 

喫煙は禁止です。（敷地外、駐車場外でお願いします） 

開会式は行いません。（1試合目開始30分前に代表者打ち合わせを本部前で行います） 

全ての試合終了後、閉会式・表彰式を行います。 

 違反の場合の処処置 

コーナーキックから直接得点可。 
 

キックオフからの直接得点は認められない。 相手側のゴールクリアランス 

ペナルティーエリア内でのシュート可。 
 

スライディングタックル禁止。 違反地点から直接フリーキック 

キーパーは手で受けたボールを蹴ってはいけない。 相手側のゴールクリアランス 

 

ゴールクリアランスはペナルティーエリアの外へ

投げる。（センターライン超えてはならない） 
ただし、プレー中のスローイングは超えても可。 

 

ペナルティーエリア出ない場合は再度行う。 
ボールが競技者に触れるか、ピッチ面に触れる
前にハーフウェーラインを超えた場合は、 

ハーフウェーラインの任意の地点から、
相手側の間接フリーキック 

ゴールクリアランスはボール投げられる体制に 
なってから、４秒以内に行わなければならない。 

最も近いペナルティエリアラインから相手側の
間接フリーキック 

コーナーキックはボールをセットしてから 

４秒以内に行わなければならない。 
コーナーアークから相手側間接フリーキック 
 

キックインはボールをセットしてから、 
４秒以内に行わなければならない。 

 

相手側のキックイン 

キックインから直接得点は出来ない。 相手側のゴールクリアランス 

 
 

その他、フットサルローカルルールに準じる。 
 

 

 



・初日（10/16 )は、8：30に代表者打ち合わせを行います。

・駐車場開場は、8:00になります。
・車の台数制限は各チームエントリー数×5台でお願いします。

・スパイクは、禁止トレーニングシューズ又は運動靴でお願いします。

・待機場所は、コートに近い所でお願いします。

・大変危険ですので駐車場内にある資材には近づかないようお願いします。

・駐車場内でのボールの使用は禁止とします。

・ボールの使用はコート内のみでお願いします。

・飲食はコート外でお願いします。

・喫煙は、敷地内（駐車場）出入口側禁止です。車内にてお願いします。



第一節　　10月16日（日） <予備日未定〉　場所：音金フットサル場

① 9:00 梅郷   VS  福田 フォルテB

② 9:20 清水台  VS  フォルテA 福田

③ 9:40 エンデバー  VS  フォルテB 清水台

④  10：00 清水台  VS  福田 フォルテB

⑤ 10:20 フォルテA   VS  フォルテB 清水台

⑥ 10:40 エンデバー   VS  梅郷 フォルテB

⑦ 11:00 フォルテB   VS  清水台 エンデバー

⑧ 11:20 フォルテA   VS  梅郷 梅郷

⑨ 11:40 エンデバー  VS  福田 フォルテA

⑩ 12:00 梅郷   VS  清水台 福田

⑪ 12:20 フォルテA VS エンデバー 梅郷

⑫ 12:40 フォルテB VS 福田 フォルテA

⑬ 13:00 清水台 VS エンデバー 福田

⑭ 13:20 梅郷 VS フォルテB エンデバー

⑮ 13:40 フォルテA VS 福田 梅郷

音頭金属フットサル場（野田市蕃昌355番地）

対　戦　カ　ー　ドNo. Kick Off

1面
審判



第二節　　10月30日（日） <予備日未定〉　場所：音金フットサル場

① 9:00 エンデバー   VS  フォルテB 福田

② 9:20 清水台  VS  フォルテA フォルテB

③ 9:40 梅郷  VS  福田 清水台

④  10：00 フォルテB  VS  フォルテA 梅郷

⑤ 10:20 エンデバー   VS  梅郷 フォルテA

⑥ 10:40 清水台   VS  福田 エンデバー

⑦ 11:00 フォルテA   VS  梅郷 福田

⑧ 11:20 フォルテB   VS  清水台 梅郷

⑨ 11:40 エンデバー  VS  福田 清水台

⑩ 12:00 梅郷   VS  清水台 エンデバー

⑪ 12:20 フォルテA VS エンデバー 清水台

⑫ 12:40 フォルテB VS 福田 フォルテA

⑬ 13:00 清水台 VS エンデバー フォルテB

⑭ 13:20 梅郷 VS フォルテB エンデバー

⑮ 13:40 フォルテA VS 福田 梅郷

音頭金属フットサル場（野田市蕃昌355番地）

No. Kick Off

1面
審判対　戦　カ　ー　ド



・第１．２節

・総合星取表は、勝ち１、負け１、引分け０　です。

福田

フォルテB

フォルテA

梅郷

清水台

エンデバー

引 勝点 得点 失点 得失点 順位福田 勝 負エンデバー 清水台 梅郷 フォルテA フォルテB
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