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2020 年 10 月 25 日 

第 35 回府中市フットサル大会 

大 会 要 項 
 

目 的  フットサル競技を通じて、各年齢層の青少年、女性、青年、壮年、シニアに幅広く適応したチーム編成とし、

心身ともに健康でゆとりのある生涯スポーツを目指し、また、地域活性化の一環として市民はもとより、在勤、

在学、在外国人も含め、相互の交流を深めると共に大会の一層の理解と推進を図る。 
 

期 日  ２０２１年 

☆１月９日（土）少年の部、中学生の部、女子Ｆの部  

☆１月１０日（日）女子／A・B・C・D・E・ 壮年／A・B・一般・シニア・スーパーシニア 

☆１月１１日（祝）女子／A・B・C・D・E・ 壮年／A・B・一般・シニア・スーパーシニア 
 

注：［チーム参加申込数が規定数を超えた場合、チーム構成（3）～（12）部門の一部 予選の試合日 

を、1 月９日（土）に実施する場合がある」 
 

会 場 ・府中スポーツガーデン・フットサルコート：府中市押立町 1-32-5（武蔵野台駅・徒歩 8 分） 

・本宿体育館  ：府中市本宿町 4-23 TEL 042-366-0831（府中駅・バス・富士見通り/下車） 

・白糸台体育館：府中市白糸台 1-50 TEL 042-363-1004（多磨霊園駅・徒歩 10 分） 

・押立体育館  ：府中市押立町 1-37 TEL 042-367-0750（武蔵野台駅・徒歩 8 分） 

・四谷体育館  ：府中市四谷 5-6   TEL 042-368-7455（府中駅・バス・稲荷神社/下車） 
 

主 催  府中市フットサル大会実行委員会 
 

主 管  NPO 法人府中ＹＳＳ    NPO 法人府中アスレティックフットボールクラブ   

 

後 援  FC 東京    スポーツ振興くじ助成事業 

 

協 賛  府中スポーツガーデン  
 

協 力  府中市少年サッカー連盟   府中市サッカー連盟   府中市フットサル協会 
 

参加資格 

（１）府中市内に在住、在勤、在学および市内クラブ等で日常活動している者で編成したチーム。 

（２）チーム代表者は、市内居住者で２０歳以上の成人の方、チームに対して全責任を負える者。未成     

年者で構成された選手チームは、登録したチーム代表者が試合時、必ず、選手ベンチに帯同していること。 

（３）参加全選手がいずれかのスポーツ傷害保険に加入していること。 

 

チーム構成 

    １．年齢層（2021 年４月 1 日起算）によるチーム編成とし、次の１３部門別大会とする。 

 競技部門 参加登録費 チーム構成条件 

（1） 少年の部 3,000 小学６年生を主体に編成したチーム 

（2） 中学生の部 3,000 中学在校生で編成したチーム 

（3） 一般男子の部 6,000 高校生以上で編成したチーム 

（4） 壮年Ａの部 6,000 30 歳以上で編成したチーム 

（5） 壮年Ｂの部 6,000 40 歳以上で編成したチーム 

（6） シニアの部 6,000 50 歳以上で編成したチーム（男女混合可） 

（7） スーパーシニアの部 6,000 60 歳以上で編成したチーム（男女混合可） 

（8） 一般女子Ａの部 5,000 女子 15 歳以上で編成したチーム 

（9） 女子Ｂの部 5,000 30 歳以上で編成したチーム 

（10） 女子Ｃの部 5,000 40 歳以上で編成したチーム 

（11） 女子Ｄの部 5,000 選手全員が初級者で 15 歳以上で編成したチーム 

（12） 女子Ｅの部 5,000 50 歳以上で編成したチーム 

（13） 女子Ｆの部 3,000 中学在校生で編成したチーム 

２．出場選手は二部門にまたがって登録することが出来ない。（違反した場合はチーム失格） 

３．登録選手の追加等の変更は抽選会の日（11 月２８日）まで認められるが、それ以降は出来ません。 
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試合方法と競技規則 

１．チーム５名（うちゴールキーパー１名含む） 

２．試合は予選リーグ、決勝トーナメント戦とする。 

３．リーグ戦の順位決定は、勝点、得失点、総得点、対戦者間、抽選の順で決定する。 

４．トーナメント戦で勝敗が決しない場合は、３本の PK 戦とする。以降ノックアウト方式。 

５．競技規則は、2019/2020 フットサル競技規則に準じる。 
 

その他 

１．「選手・スタッフ登録書」２部は正しく記入して下さい。不正が認められた場合はチーム失格と致します。 

２．競技者は「すねあて」を着用すること。 

３．競技者は「体育館シューズ」に必ず履き替えること。 

４．試合開始３０分前までにチームは「受付」にて、登録選手の確認を受ける。 

５．試合開始３０分前にチーム代表者は会場入り口受付で、ユニホーム色の確認を受ける。 

同系統色の場合は、時程表の左側チームが優先され、右側のチームは第２ユニホームか「ビブス」を着

用する。（ビブスは、受付にて貸与いたします） 

６．キックオフのコイントスは行わない。時程表の左側チームがオフィシャル席から見て左側エンド 

とし、キックオフを行う。 

７．大会中のけが、事故等については、当該チーム代表者・監督等の責任者に一任する。 

８．「府中市新型コロナウイルス対策に伴う体育施設利用制限について」（後述）を必ず順守すること。 

９．府中スポーツガーデンフットサルコートでの試合については、天候不順により順延することがある。ホーム

ページで確認すること。 
 

表 彰 優勝チーム、第２位、第３位、第４位を表彰する。 

府中市広報 ＜ふちゅう＞ １１月１日号 に掲載 
「募集要項」「選手・スタッフ登録書」は、市役所・府中駅北第２庁舎４階スポーツ課の窓口、および、大会事務局にて

配布しております。資料は、WEB から検索可能です。 ＜府中 YSS＞ ＆ ＜府中アスレティック FC＞  
 

参加申込  指定の「選手・スタッフ登録書」２部と「参加費」を添えて、「大会事務局」にお申込下さい。但し、

申込受付後のチーム不参加等、取消しの場合は、参加費の返却は出来ません。 

ご 注 意 ： 定めた期間内に指定の申込み登録を全て完了したチームに限ります。 
 

参加申込期間   11 月 1 日（日） ～11 月 8 日（日） までの期間 （受付時間：11 時～１８時） 

               （注）お申し込み期間は短期間です。週末は混み合いますので、出来るだけ平日にお済ませください。 
  

大会事務局    府中市宮西町 3-16-2 とよしまスポーツ内（定休日：月・火） 

         電話 042-360-5281  FAX 042-360-5283  Email  toyosp@jcom.home.ne.jp 
 

組合せ抽選日   １1 月２８日（土） 午後７時から   市民陸上競技場会議室 
 

傷害保険加入希望者は 

参加選手の「傷害保険」加入申込は、参加申込時、又は、11 月 28 日、抽選会場にても受付致し 

ます。それ以降の加入手続きは、お受けできませんのでご承知ください。 

（保険料は 200 円／1 人当り）・但し（小・中学生の部保険料は 100 円／1 人当り） 
 

大会プログラムの配布期間   12 月 16 日（水）～24 日【木】まで 「事務局」にて配布 
 

「大会プログラム」試合会場、リーグ組合せ表、時程表、審判員割当て表等を各チームに配布いたしますので、12 月

16 日（水）～24 日【木】まで事務局」で受け取り確認してください。 
 

プログラムは、ホームページで掲載しております。 

         https://www.fuchu-athletic.com/   検索＜府中アスレティック FC＞ 

         http://park8.wakwak.com/~fyss/     検索＜府中 YSS＞ 
 

プログラム、メール便にて受領ご希望の方は、抽選会当日、又は、申込時にてメール便依頼（100 円別途送料）の手続きを

行ってください。 
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新型コロナウイルス感染症対策 
 

府中市新型コロナウイルス対策に伴う体育施設利用制限について 
試合日から起算して２週間前までについて、以下の事項に該当する方は、大会へ参加することはできませ

ん。 

１． 平熱を超える発熱（おおむね 37 度 5 分以上）のある方 

２． 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状のある方 

３． だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）のある方 

４． 嗅覚や味覚の異常のある方 

５． 体が重く感じる、疲れやすい等の症状のある方 

６． 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触のある方 

７． 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方のいる方 

８． 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は

当該在住者との濃厚接触のある方 

 

大会当日の注意事項 
 

●観客席はありません 

 

●検温の実施 
①選手・チーム関係者の検温を実施する。非接触型の体温計で計測。 

原則３７．５℃以上の選手は、入館出来ない。 

②当日のチーム全選手・全スタッフの健康状態を管理するため、 

「選手・スタッフ登録書」の 

（１） 当日の体温37.5℃以下 

（２） 新型コロナウイルス対策をクリアしている。 

の欄に〇印があることを確認して、入館させる。〇印がない選手・スタッフは入館できない。 

③施設に消毒液設置。入館時には、アルコール消毒液で手指を消毒する。 

④「手洗い・消毒」を適宜励行する。 

 

●マスクの着用 
①チームスタッフならびに選手は、感染拡大防止のため、マスクの着用を原則として義務とする。 

②選手・スタッフについては、試合中の着用は免除するが、ベンチでは出来る限り着用する。 

③大会関係者全員もマスクの着用を義務とする。（運営本部・受付・オフィシャル・記録担当等） 

 

●三密を避ける行動 
①チームは必要以上に早く来場することなく、４０分以上前には来場しない。 

②選手・スタッフは、入館後、出来る限り間隔を空けて待機する。 

③密室となる更衣室等での会話は出来る限り控える。更衣中も可能な限り、人との間隔を１ｍ以上確保する。 

④チームミーティングも同様とし、人との間隔をあけて実施する。（ソーシャルディスタンス） 

⑤登録選手・スタッフ以外の試合場への入場はできない。 

⑥試合場において、会話や応援などで大声を出さない。 

⑦試合球は、適宜アルコール消毒する。 

⑧試合のベンチは、前後半共、同じサイドとする。ただし、ピッチは前後半で交代する。 

⑨審判員との握手、対戦チーム同士選手・スタッフの握手・ハイタッチ等の競技以外の接触行為を行わない。 

⑩試合後は、３０分以内に速やかに退館する。チーム関係者も必要以上に施設に留まらない。 

⑪飲食は、人と距離を１ｍ以上とり食事を行う。控室など狭い空間での飲食は控える。 

⑫窓が開く施設であれば、定期的に窓を開放し換気を行う。 
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