
期日 ２０１８年５月１９日（土）・２０日(日）

会場 酒田市飯森山多目的グランド・公益大研修センターグランド
光ヶ丘球技場人工芝

主催 ＮＰＯ法人山形県サッカー協会

主管 NPO法人山形県サッカー協会シニア委員会　　酒田地区サッカー協会



大会会長 山本益生

大会副会長 矢口伸一

顧問 佐藤  攻 川越　進 神保義弘 吉川吉次 森谷俊雄

大会委員長 岸　慎一

大会副委員長 寒河江　努 芝田　豊

大会委員 中澤達哉 秋野　裕 土田　豊 水戸和也 永沢康弘

近野次夫 土田浩和 奥山　巌 岸　康司 岡村正博

笹　清貴 木村喜洋

競技委員長 岸　慎一

競技副委員長 高橋　豊 寒河江　努

競技委員 芝田　豊 佐藤　淳

総務委員長 斉藤　勝

総務副委員長 渋谷広季

審判委員長 花谷長任

審判副委員長 佐藤　裕 齋藤元弘

審判委員 山形県サッカー協会シニア委員会各チーム帯同審判員

技術委員長 石原和実

技術副委員長 高橋　賢

規律委員長 川越　進

規律副委員長 岸　慎一

規律委員 寒河江　努 芝田　豊 高橋裕司

競技補助員 酒田地区サッカー協会シニア委員会

大　会　役　員

競　技　委　員



兼JFA第６回全日本Ｏ-40 第17回全日本Ｏ-50 第18回全日本Ｏ-60サッカー大会東北大会山形県予選会

■主　　　催 山形県サッカー協会

■主　　　管 山形県サッカー協会シニア委員会　　酒田地区サッカー協会

1．期　　日 ２０１８年５月１９日（土）、２０日（日）

2．会　　場 酒田市飯森山多目的広場　公益大グランド　光ヶ丘球技場人工芝

3．参加資格 （１）２０１８年度（公財）日本サッカー協会にシニア種別で加盟登録した単独のチームであること。

（２）選手の年齢基準日は２０１８年（平成３０年）４月１日

　　①　４０歳の部　　１９７９年（昭和５４年）４月１日までに生まれた選手であること。

　　②　５０歳の部　　１９７０年（昭和４５年）４月１日までに生まれた選手であること。

　　③　６０歳の部　　１９６０年（昭和３５年）４月１日までに生まれた選手であること。

（３）（公財）日本サッカー協会発行の電子選手証またはそれをダウンロードしたものを持参すること。

　　　選手証には、顔写真がアップロードされたものとする。

（４）大会参加選手はスポーツ傷害保険等に必ず加入していること。

（５）各部の、重複登録は認めない。

4.大会形式 （１）４０歳の部、５０歳の部：２ブロックの予選リーグ戦の後、上位２チームによるトーナメント戦とする。

　　①リーグ戦での順位決定方式

　　◆勝点は勝ちを3点、引き分けを１点、負けを０点とし、勝点の多いチームを上位とする。

　　◆勝点が同じ場合は、次の順位により順位を決定する。

　　　①得失点差　②総得点　③当該対戦チームの勝者　④当該対戦チームによる抽選

　　　②トーナメント戦で延長戦は行わない。勝敗が決しない場合は、ＰＫ戦により決定する。

（２）６０歳の部：リーグ戦での順位決定方式とし、順位決定は上記（１）に準ずる。

（３）競技者の数

　　  選手の登録人数は制限しない

　　  選手交代は、再交代を適用する。（一度退いた競技者も再び出場でき、何回でも交代可能とする）

（４）役員の数

　　  ベンチに入ることが出来る役員の数は２名以内とする

（５）テクニカルエリア

　　  設置する。戦術的指示はテクニカルエリア内からその都度ただ１人の役員が伝えることが出来る。

（６）ユニフォーム

 　  ①２０１８年度（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に則る

     ②ユニフォーム(シャツ、パンツ、ストッキング)については、正の他に副として、正と色彩が異なり

　　　  判別しやすいユニフォームを参加申込書に記載し、各試合に携行すること。

　   ③シャツの前面、背面に参加申込書に登録した選手番号をつけること。パンツの選手番号については

　　  　つけることが望ましい。

　　 　   ④ユニフォームの色は参加申し込み締め切り日以後の変更は認めない。

　　 ⑤ユニフォームに他のチーム(各国代表、プロクラブチーム等）のエンブレム等がついているものは着用できない。

　   ⑥ユニフォームへの広告表示については、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。
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（７）試合時間

　　①４０歳以上の部：予選リーグ、決勝トーナメントともに５０分（２５分ハーフ）

　　②５０歳以上の部：予選リーグは５０分（２５分ハーフ）、決勝トーナメントは４０分（２０分ハーフ）

　　②６０歳以上の部：４０分（２０分ハーフ）

　　③ハーフタイムのインターバル：１０分間とする（前半終了から後半開始まで）

　　④アディショナルタイム表示：実施する

（８）その他

　　①負傷者の対応：主審が認めた場合のみ、最大２名ピッチへの入場を許可される。

　　②チームベンチ：ピッチ上本部からフィールドに向かって、プログラム表記のとおりとする。

　　③眼鏡：プラスティックあるいは類似の素材でできた最近のスポーツメガネ以外は使用禁止とする。

　　④本大会は帯同審判制により行うので、各チームは３級以上の審判員を第４の審判員を含め４名準備すること。

５.懲罰 （１）本大会期間中に警告を２回受けた選手は、直近の本大会１試合に出場できない。尚本大会期間中に科せられた　

　　　警告の累積は他大会には影響を及ばさない。

（２）本大会において退場を命じられた選手は、自動的に直近の本大会１試合に出場できず、それ以降の処置については

　　　規律委員会において決定する。

（３）本大会において、他大会などの出場停止処分を消化する場合は、事前に書面にて大会事務局まで提出しなければならない。

（４）出場停止処分を受けた者は、試合が終了するまで制限される区域には立ち入ることはできない。

（５）本大会最終試合において出場停止処分を受けた場合は、必ず全国大会又は次ステージの初戦(同一競技会の直近試合)で消化する。

６．大会参加申込 （１）参加チームは所定申込書の「エクセルデータ」を２０１８年５月２日(水）までに、

　　　書式を変更せずに、下記記載のメールアドレスに送信すること。

　■申込先　　　　　　酒田地区サッカー協会　シニア委員長　芝田　豊

　■メールアドレス　　shibata_kiroad@bz04.plala.or.jp

（３）選手変更：参加申し込み後に選手を変更する場合は、所定の様式に記入の上、

　　　２０１８年５月１７日（木）までに前記宛メール送信し、写しを大会本部に持参すること。

７．参加料 ４０歳の部、５０歳の部は１０，０００円　６０歳の部は７，０００円とし、下記口座に２０１８年５月２日必着にて振り込む事。

　■銀行名　　 　  きらやか銀行　城西支店

　■口座番号　　　(総合）　２０１０８１０

　■口座名義　　　山形県サッカー協会シニア委員会　委員長　寒河江　努

８.その他　 （１）監督会議は行わない。

（２）選手証の確認を各チーム初戦の６０分前に大会本部で行うので、持参すること。

　　　その際、選手の変更届の写しを大会本部に提出すること。

（２）大会規定に違反し、その他不都合な行為のあったチームは、そのチームの出場を停止する。

（３）大会要項に規定されていない事項についてはシニア委員会において協議の上決定する。

（４）本大会の結果において、東北Ｏ-40・Ｏ-50サッカー大会及び東北シニアサッカーフェスティバルの出場チームを決定する。

　　◆第25回東北O-40・０-50・０‐60サッカー大会東北大会

　　　４０歳以上の部：優勝、準優勝の２チーム　２０１８年７月７日～８日(宮城県石巻市）　

　　　５０歳以上の部：優勝、準優勝の２チーム　２０１８年７月２１日～２２日(岩手県遠野市）

　　　６０歳以上の部：２チーム　２０１８年６月３０日～７月１日(宮城県石巻市）

　　◆第３回東北シニアサッカーフェスティバル

　　　４０歳以上の部：第３位の２チーム　２０１６年７月１４日～１５日(福島県富岡町・楢葉町）　

　　　５０歳以上の部：第３位の２チーム　２０１８年７月２１日～２２日(福島県富岡町・楢葉町）　

９. 個人情報保護 本大会実施において、選手登録情報等の個人情報については、本大会業務遂行の目的のみに使用します。

但し、氏名・生年月日・年齢・登録番号の大会プログラムへの掲載についてご理解をお願いします。
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光ヶ丘球技場

№ 試合時間　 年代 左 右 審判

1 ９：３０～ 40 鶴岡ＦＣドリーム４０ （　　　　　） 酒田シニアFC４０ 新庄クラブ

2 １０：４０～ 40 山形ダックス （　　　　　） 長井４０ 米沢蹴鞠団

3 １１：５０～ 40 酒田シニアFC４０ （　　　　　） 新庄クラブ 鶴岡FCドリーム４０

4 １３：００～ 40 長井４０ （　　　　　） 米沢蹴鞠団 山形ダックス

5 １４：１０～ 40 鶴岡ＦＣドリーム４０ （　　　　　） 新庄クラブ 酒田シニアFC40

6 1５：２０～ 40 山形ダックス （　　　　　） 米沢蹴鞠団 長井４０

飯森山グランド

№ 試合時間　 年代 左 右 審判

1 ９：３０～ 50 鶴岡ＦＣドリーム５０ （　　　　　） 山形モセス５０ 米沢蹴鞠団

2 １０：４０～ 50 酒田シニアFC50 （　　　　　） 長井５０ 新庄クラブ

3 １１：５０～ 50 山形モセス５０ （　　　　　） 米沢蹴鞠団 鶴岡FCドリーム５０

4 １３：００～ 50 長井５０ （　　　　　） 新庄クラブ 酒田シニアFC５０

5 １４：１０～ 50 鶴岡ＦＣドリーム５０ （　　　　　） 米沢蹴鞠団 山形モセス５０

6 1５：２０～ 50 酒田シニアFC50 （　　　　　） 新庄クラブ 長井５０

公益大グランド

№ 試合時間 年代 左 右 審判

A ９：３０～ 60 置賜６０ （　　　　　） 鶴岡FCドリーム６０ 酒新FC

B １０：３０～ 60 山形モセス６０ （　　　　　） 酒新FC 置賜６０

１１：３０～１２：３０

C １２：３０～ 60 置賜６０ （　　　　　） 山形モセス６０ 鶴岡FCドリーム６０

D １３：３０～ 60 鶴岡FCドリーム６０ （　　　　　） 酒新FC 山形モセス６０

光ヶ丘球技場

№ 試合時間　 年代 左 右 審判

7 　９：３０～ 40 Ａ１ （　　　　　） Ｂ２ Ａ２，Ｂ１

8 １０：４０～ 40 Ａ２ （　　　　　） Ｂ１ Ａ１，Ｂ２

9 １１：５０～ 40 Ａ３ （　　　　　） Ｂ３ Ａ１－Ｂ２の勝者、Ａ２－Ｂ１の勝者

10 １３：００～ 40 Ａ１－Ｂ２の勝者 （　　　　　） Ａ２－Ｂ１の勝者 Ａ３，Ｂ３

飯森山グランド

№ 試合時間　 年代 左 右 審判

7 　９：３０～ 50 Ａ１ （　　　　　） Ｂ２ Ａ２，Ｂ１

8 １０：４０～ 50 Ａ２ （　　　　　） Ｂ１ Ａ１，Ｂ２

9 １１：５０～ 50 Ａ３ （　　　　　） Ｂ３ Ａ１－Ｂ２の勝者、Ａ２－Ｂ１の勝者

10 １３：００～ 50 Ａ１－Ｂ２の勝者 （　　　　　） Ａ２－Ｂ１の勝者 Ａ３，Ｂ３

公益大グランド

Ｅ 　９：３０～ 60 酒新ＦＣ （　　　　　） 置賜６０ 鶴岡60、山形６０

Ｆ １０：３０～ 60 鶴岡ＦＣドリーム６０ （　　　　　） 山形モセス６０ 酒新ＦＣ、置賜６０

５月１９日(土）

５月２０日（日）


