
マルナカ カップ 第２８回香川県少年サッカー選手権 

大 会 要 項 

 
 

（１）趣  旨   少年達の健全な精神の育成、発達を目指し、サッカーを通じて体を鍛え、フェア

プレーの精神を養い、正しく力強く生きる人間をつくることを目的とする。 

（２）名  称   マルナカ カップ第２８回香川県少年サッカー選手権 

（３）主  催   （一社）香川県サッカー協会 

（４）主  菅   （一社）香川県サッカー協会 第４種委員会 

（５）特別協賛   マックスバリュ西日本株式会社 

（６）後  援   四国新聞社  

（７）期日会場   会場 成合河川敷グランド、他 

          日時 2021年6月12日（土） 午前 9時00分～ 開会式（予定） 

                           午前10時00分～ 第１試合開始 

                   6月13日（日） 午前10時00分～ 第１試合開始 

                   6月19日（土） 午前 9時00分～ 第１試合開始 

                6月20日（日） 午前10時00分～ 第１試合開始 

（８）参加資格   ①香川県内の小学生を主体にしたチームであり、所定の期日までに（一社）香川

県サッカー協会・第４種委員会に参加申込手続きを済ませたチーム及び選手で

あること。 

②参加する選手は当年度（公財）日本サッカー協会に登録された選手であること。 

③「第4種委員会活動再開ガイドライン」に沿って参加できるチームであること。 

（９）チーム編成と条件 

          ①大会エントリーは「KICKOFF」にて行う（エントリー期間：4月22日～4月30日）。 

スタッフのエントリーは６名まで、選手のエントリーは２０名までとする。 

ただし、試合におけるチームの編成（ベンチ入り）は、スタッフ３名（監督１

名、コーチ・トレーナーとして２名）以内、選手１６名以内とする。 

※スタッフ・選手は大会エントリーされていれば、試合ごとに変更可。 

②ベンチ入りするスタッフは当該チームを掌握指導する責任ある者であり、全員 

が公認コーチ資格（D級コーチ以上）を有すること。 

          ③参加選手は健康であり、かつ保護者の同意を得ること。 

          ④参加チームは傷害保険（スポーツ傷害保険）に必ず加入していること。 

⑤同一登録チームから複数チームの参加を認める。 

           但し、この場合のチーム名は本来のチーム名＋アルファベット一文字とする。 

（10）事故について 事故の場合応急の手当てはするが一切の責任は負わない。（各チームの責任にお

いて適切な処置を行う。） 

（11）競技規則   （公財）日本サッカー協会当年度「8人制サッカー競技規則」によるが、細則につ

いては大会実施委員会決定の内容によるものとする。 

          ①使用ボール ４号ボール 

          ②競技方法 

(ｱ)トーナメント方式により優勝以下第４位まで決定する。 

          (ｲ)試合時間は 40 分とし、勝敗が決しないときは 10 分(前・後半 5 分)の延長を行

ない、なお決しない時はＰ・Ｋ方式により次回戦への進出チームを決定する。 

(ｳ)競技者の数 ８人（試合成立人数は６名とする。試合開始前、開始後に６名未

満となった場合は不戦負けとし、０対５で処理する） 

(ｴ)チームは、交代要員８名を登録し、８名まで交代でき、自由な交代を適用する。 



(ｵ)退場処分を受けた選手は、本大会の次の１試合に出場できない。また、大会の

終了、大会からの敗退等の場合、次の公式戦に適用される。以降の出場につい

ては、大会規律委員会で決定する。 

(ｶ)警告の累積を行う。本大会で２回警告を受けた選手は本大会の次の1試合の出

場を停止する。 

（12）表  彰   優 勝      賞状，カップ，個人メダル（金） 

          準優勝      賞状，カップ，個人メダル（銀） 

          第３位      賞状，カップ，個人メダル（銅） 

          第４位      賞状 

          フェアプレー賞  楯 

          敢闘賞      楯 

（13）記 念 品   本大会参加チームには記念品が贈られる。 

（14）そ の 他   ①１～４回戦の審判はチーム割り当てによる２名審判制（主審・予備審）で行う。

（各チーム有資格者１名、主審は３級審判以上のこと。）準々決勝以降につい

ては、審判委員会より指名する。 

②チームは、試合会場に正・副２組のユニフォームを持参しなければならない。 

          ③背番号については、重複しなければかまわない。 

④試合当日には選手証を必ず携行すること。 

          ⑤フィールドサイズは68m×50mを標準とする。（グラウンド管理者より指導を受

けた場合はこの限りとしない） 

          ⑥会場準備は、各会場第１試合の両チームにて試合開始30分前までに準備するこ

と。 

          ⑦メンバー表は、試合開始30分前までに各オフィシャル席に提出する。 

          ⑧選手は、試合開始15分前にオフィシャル席後ろに集合し審判等により確認を受

けること。 

⑨本大会は、（公財）日本サッカー協会が定める懲罰規程に基づき本大会に係る

懲罰問題を処理するため、大会規律委員会を設置する。 

⑩参加料は無料とする。 

⑪2020年度香川県ジュニアチャンピオンシップ(U-11の部)の1位～4位チームをシ

ードチームとする。（第一シード：ＤＥＳＡＦＩＯ、第二シード：屋島、第三シ

ード：宇多津、第四シード：シーガル） 

⑫優勝チームには2021年度『香川県ジュニアチャンピオンシップ（U-12の部）』へ

の出場権を与える。 

⑬優勝・準優勝・第3位チームには2021年度『フジパンカップU-12サッカー大会四

国大会』（2021年9月11日～12日・徳島）への出場権を与える。 

  

＜大会申込＞    申込期日  2021 年 4 月 17 日（土）メール必着 

          申込先   高松東讃地区（長谷山） hase.trn4611@hi.enjoy.ne.jp 

                中西讃地区（下田）   simoda@ad-big1.com 

 

＜抽選会＞     2021 年 5 月 1 日（土） 午後 6 時 30 分～ 

          高松市立東部運動公園（詳細は別途連絡する。） 

 

＜大会事務局＞   〒761-0105 高松市高松町 1367-1 東部運動公園内 

 （一社）香川県サッカー協会 

マルナカカップ 大会事務局 

TEL 087-816-1790   FAX 087-816-1791 



 

マルナカ カップ 

香川県少年サッカー選手権大会成績表 

 優   勝 準 優 勝 第 ３ 位 

第１回 古高松サッカースポーツ少年団 弦打サッカースポーツ少年団 丸亀ヒーローズ 

第２回 坂出ＦＣ 松島サッカースポーツ少年団 四番丁サッカースポーツ少年団 

第３回 太田サッカースポーツ少年団 丸亀市サッカー少年団 古高松フットボールクラブ 

第４回 香東川サッカークラブ 丸亀市サッカー少年団 香南サッカースポーツ少年団 

第５回 木太サッカースポーツ少年団 屋島サッカースポーツ少年団 弦打サッカースポーツ少年団 

第６回 四番丁サッカースポーツ少年団 香川町サッカースポーツ少年団 Ｍ.ＦＣ高松Ｊｒ 

第７回 四番丁サッカースポーツ少年団 紫雲ｼﾞｭﾆｱフットボールクラブ 花園サッカースポーツ少年団 

第８回 香川町サッカースポーツ少年団 長尾ジュニアサッカークラブ 津田ジュニアサッカークラブ 

第９回 木太サッカースポーツ少年団 丸亀市サッカー少年団 太田サッカースポーツ少年団 

第10回 観音寺グローサージュニア 香南サッカースポーツ少年団 詫間ウェーブス 

第11回 丸亀ＦＣ 柞田サッカースポーツ少年団 観音寺グローサージュニア 

第12回 紫雲ｼﾞｭﾆｱフットボールクラブ 香西サッカースポーツ少年団 綾歌少年サッカークラブ 

第13回 Ｍ.ＦＣ高松Ｊｒ 綾歌少年サッカークラブ 香西サッカースポーツ少年団 

第14回 Ｍ.ＦＣ高松Ｊｒ 観音寺ｸﾞﾛｰｻｰｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰｽｸｰﾙ ＦＣディアモーレ 

第15回 紫雲ｼﾞｭﾆｱフットボールクラブ 長尾ジュニアサッカークラブ 飯山ＦＣ 

第16回 飯山ＦＣ Ｍ.ＦＣ高松Ｊｒ 津田ジュニアサッカークラブ 

第17回 丸亀ＦＣ Ｍ.ＦＣ高松Ｊｒ ＦＣディアモーレ 

第18回 Ｍ.ＦＣ高松Ｊｒ ディーオルーチェ高松 飯山ＦＣ 

第19回 丸亀フットボールクラブ ディーオルーチェ高松 屋島サッカースポーツ少年団 

第20回 香西Ｓ.Ｓ.Ｓ. ＵＳＳ高松Ｊｒ 屋島サッカースポーツ少年団 

第21回 屋島ＦＣジュニア 飯山ＦＣ ＦＣディアモジュニア 

第22回 丸亀フットボールクラブ 長尾ジュニアサッカークラブ 国分寺サッカースポーツ少年団 

第23回 ＳＦＣ 坂出 丸亀城東サッカー少年団 飯山ＦＣ 

第24回 ディーオルーチェ高松 丸亀フットボールクラブ ＦＣディアモジュニア 

第25回 香川町サッカースポーツ少年団 ＦＣディアモジュニア DESAFIO CLUB DE FUTBOL 

第26回 ＦＣディアモジュニア DESAFIO CLUB DE FUTBOL 丸亀フットボールクラブ 

第27回 ＦＣディアモジュニア DESAFIO CLUB DE FUTBOL 柞田サッカースポーツ少年団 
 

 

 

 


