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会場アクセス

■会場︓ANA FIELD 浦添（浦添市陸上競技場）
■住所︓浦添市仲間⼀丁⽬13番1号

■バス
那覇バスターミナルから以下の琉球バス交通線乗⾞
浅野浦バス停下⾞、すぐ
90番・知花線
88番・宜野湾線
98番・琉⼤(バイパス)線
112番・国体道路線

■⾞
那覇市内より、約30分
沖縄市内より、約30分
名護市内より、約60分
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※⼤会会場 ※参加者駐⾞場
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⼤会参加者駐⾞場（会場駐⾞場）

①ANA FIELD 浦添（浦添市陸上競技場）「駐⾞場」に駐⾞願います。

②アンケート返信後、駐⾞証を送付させていただきますので「ダッシュボード」に掲出をお願い致します。

③係員の指⽰に従って駐⾞をお願い致します。

④1チーム「3台」のみ、ご利⽤いただけます。

⑤駐⾞証の無い⾞は、近隣の有料駐⾞場に駐⾞願います。

※台数制限のご理解、ご協⼒をお願い申し上げます。

※参加者駐⾞場

※⾞導線
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受付・参加賞配布・観戦エリア・荷物待機エリア・ピッチ・アップスペース
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※受付には「指導者」の⽅のみお越しいただければと思います。
※受付時に提出する書類（⼤会登録⽤紙・同意書）を持参願います。
※選⼿、保護者の皆様は、荷物待機エリアへ移動願います。
※ピッチ内には、選⼿、指導者（2名）以外は⼊れません。
※指導者の⽅は受付時に渡す「ADバンド」の着⽤をお願いします。
※保護者・⼀般の⽅々は、「観戦エリア」での観戦をお願い致します。
※アップスペースには限りがございますので、譲り合っての利⽤をお願いします。
※貴重品の管理は、各チーム⾃⼰責任でお願い致します。
※ご理解、ご協⼒の程、お願い申し上げます。
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■⼤会⽅式

○予選⼤会
１ブロック４チームによる予選リーグ戦を⾏い、各ブロック１位チームと各ブロック2位の成績上位（7チーム）による決勝トーナメント戦を
実施し、優勝チームが決勝⼤会へ進出する。尚、棄権の場合は次成績のチームが進出します。

※リーグ戦における順位決定⽅法は、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。勝点は、勝ち＝３点・引き
分け＝１点・負け＝０点とする。但し、勝点合計が同じ場合は、①得失点差 ②総得点 ③抽選の順に決定する。

※各ブロック2位の成績上位（7チーム）の決定は、①勝点②得失点差③総得点④抽選の順とする。

※決勝トーナメントの組合せは抽選にて決定する。休憩時間に実施する抽選会に各チームキャプテンが参加して、
抽選会を実施する。抽選会の引く順番は、Ａブロック1位〜Ｉブロック1位、続いて2位のブロックが若い順から引くこととする。

※トーナメント戦における同点の場合は、延⻑戦は⾏わずPK戦を実施致します。PK戦は「3⼈⽬」まで通常に⾏いますが、3⼈⽬終了時点
で勝敗が決しない場合は「サドンデス」を⾏い勝敗を決定致します。PK戦に参加する選⼿は、登録選⼿全員（交代要員を含む）が参加し
ますが、登録選⼿の少ないチームに⼈数を合わせてPK戦を⾏います。

但し、決勝戦に関しては同点の場合「延⻑戦（3分1本）」を⾏い、延⻑戦でも決着がつかない場合はPK戦を⾏い勝敗を決定します。
PK戦は、通常のトーナメント同様の⽅式で⾏います（上記参照）。

※棄権場合は０３のスコアでの敗戦となり、相⼿チームに勝ち点３点が与えられる。

■競技規則

2018-2019公益財団法⼈⽇本サッカー協会 フットサル競技規則に準ずる。
但し、下記項⽬においては本⼤会特別ルールを適応する。

１.競技⼈数︓
○１チーム、１２才以下 (⼩学４〜６年⽣) の選⼿１０名以内(ＧＫ含む)。ベンチ⼊りは控え選⼿及び⼤⼈２名まで。
○ピッチ上の選⼿は５名、うち１名はＧＫとします。また、登録以外の選⼿の出場は認めません。

２.競技時間︓
○予選⼤会︓ ・予選リーグ︓7分-2分-7分 ・決勝トーナメント︓5分-1分-5分（同点の場合は即PK）

・決勝戦︓7分-2分-7分（同点の場合は延⻑戦（3分1本）、延⻑でも決着がつかない場合はPK）
※全ての試合ランニングタイムで前後半実施

３.選⼿交代︓交代ゾーンから⾃由に交代できます。

４.ピッチサイズ︓縦３２m×横１６m（会場によってはピッチサイズが異なります）

５.ゴール︓⾼さ２m、幅３m （予定）

６.ボール︓フットサル３号球

７.ピッチ内に持ち込めるのはスクイズボトルで中⾝は⽔のみとします。

８.反則と不正⾏為︓
○警告︓通常の競技規則に準ずる。但し、警告の累積は次試合には加算されません。
○退場︓同⼀試合で２回警告を受けると退場となります。但し、チームは２分間経過後、または相⼿チームが得点した

場合、交代選⼿を補充することができます。尚、退場選⼿は次の試合には 出場できません。

９.ユニフォーム
原則、FP/GKともに、ユニフォームを⽤意すること。（背番号は必ず付けてください。）
チームのユニフォームのうち、シャツの⾊彩は審判員が通常着⽤する⿊⾊と明確に判別しうるものでなければならない。
背番号は必須。ユニフォームの⾊彩が被った時のみ、主催者判断によりビブス着⽤を認める。レガースは着⽤のこと。
シューズに関して︓スパイクの使⽤は可能です。但し、取替式スパイクは禁⽌となっております。

10.ウォーミングアップ

各チームは定められたエリアで各チームウォーミングアップを⾏うことができます。尚、スペースに限りがあるので、
各チームにて譲り合って使⽤して下さい。

11.スコア確認

試合終了後、必ずゲーム担当審判が記⼊した記録カードの内容を確認の上、サインをして下さい。

※審判は予選リーグのみ「帯同審判制」となっております（但し、主審は主管協会が実施）
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① 「EXILE CUP2019 九州⼤会2」に

・出場する

・出場しない ※出場ご辞退の場合、⾄急協会メールアドレスまで連絡願います。

② 出場選⼿の予定⼈数︓（ ）名（※１０名以内）

③ ご利⽤の交通機関についてご説明下さい （利⽤交通機関を○で囲んで下さい）

■⾃家⽤⾞︓（ ）台 ※1チーム「3台」となっております。

※バスも含めて、1チーム「3台」となります。

※駐⾞場利⽤のご理解、ご協⼒を、お願い申し上げます。

■バ ス︓マイクロバス（ ）台 ⼤型バス（ ）台

■公共機関︓ ・鉄道 ・路線バス

■その他︓（ ）

ご協⼒、ありがとうございました。

⑤ アンケート

下記を全てご記⼊の上、7⽉16⽇（⽕）までに、アンケートのみ
メール（ futsal_okinawafa@yahoo.co.jp ）にてご返信願います。

※チーム名、フリガナは必ず記⼊願います。

EXILE  CUP  2019
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チーム名︓

フリガナ︓



111111 11⑥ チーム登録票（⼤会当⽇提出書類 １）

※下記を全てご記⼊の上、⼤会当⽇忘れずにご持参下さい。

EXILE  CUP  2019
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⼤会名

背番号 学年 性別

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

EXILE CUP 2019　九州⼤会2

チーム名
フリガナ（必ず、ご記⼊願います）

名　　前（必ず、フリガナをご記⼊願います）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ
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※事前送付は不要です。⼤会当⽇＜受付時＞にご提出お願いします。

参加者様
保護者様

「EXILE CUP 2019」に参加するにあたり、下記同意書をご提出頂きますようお願い申し上げます。

参加同意書

●ご提供頂いた個⼈情報は
・⼤会運営の為 ・⼤会に関する事項を登録者に通知する為 ・⼤会への参加に関して登録者に問い合わせる為に利⽤します。
・今後同様のイベントに関する情報を本⼤会登録者に提供する為に必要な範囲で利⽤します。
●ご提供いただいた個⼈情報は、安全に管理致します。
●ご提供頂いた個⼈情報は、法令等により開⽰が要求される場合、個⼈情報をお預かりした⽬的を達成する為に
業務提携を⾏う場合を除いて第三者に開⽰提供致しません。

●事故、怪我、盗難、紛失等において、EXILE CUP 事務局、及びその関係者は⼀切の損害賠償の責を負いかねます。
●EXILE CUP 事務局及びその関係者は、「EXILE CUP 2019」の映像・写真 （選⼿の映像を含む静⽌画動画)を撮影する事が
できるものとします。
●EXILE CUP 事務局及びその関係者は、これらの映像・写真を、⽇本国内外において、編集、商⽤、広告・⼤会SNS及びその他の⽬
的で⾃由に使⽤または販売できるものとします。
●本書は、本⼤会に参加する選⼿の保護者の了承を得た上で提出致します。

EXILE CUP事務局

写真販売同意書

本⼤会を主催する株式会社LDH JAPANは、⼤⽇本印刷株式会社に対して、本⼤会中の皆様の写真販売を委託致します。
そのため、⼤会中の写真（写真データ含みます。）を同社に提供致します。
なお、同社の写真の取り扱いについては以下をご確認ください。

株式会社LDH JAPAN/EXILE CUP 事務局

⼤⽇本印刷株式会社は、株式会社LDH JAPANが主催する「EXILE CUP 2019」において、
撮影された選⼿の皆様の写真を含む写真（写真データを含みます。）の提供を株式会社LDH JAPANから受け、弊社が運営する
インターネット上の写真/フォトブック販売サイトで当該写真を公開し、販売致します。
また、製造のため外部委託を⾏うことがあり、外部委託先に当該写真（写真データを含みます。）を提供する場合があります。
なお、販売サイトにアクセスするためには、本⼤会参加者に配布されるイベント認証IDが必要となります。

⼤⽇本印刷株式会社 イメージングコミュニケーション事業部
個⼈情報保護管理者 事業部⻑

私は上記内容につき同意致します。

＜九州⼤会2＞ 2019 年 ⽉ ⽇

出場チーム名 代表者のご署名 印

《本⼤会登録選⼿名をご記⼊下さい ※１０名以内 》

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩


