
平成 27 年 12 月４日 

 

参加チーム 各位 

 

葛巻町サッカー協会    

会長 服 部 晴 男  

（公 印 省 略） 

 

第２２回葛巻町勤労者ミニサッカーリーグ開催について 

 

皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます 

さて、標記リーグを別紙要項により開催することとなりました。つきましては、ぜひ参加

下さいますよう宜しくお願いします 

 

記 

 
日 時：平成２８年１月１８日（月）～２月１５日（月）予定 

    月、水、金 １９：００～（１日３～４試合消化予定） 

    ※ 但し、参加チーム数、葛中体育館の利用状況により変更の場合あり 

 

会 場：葛巻中学校体育館 

 

参加料：１チーム１０，０００円 （１/７監督会議で集金いたします） 

中・高チームはオープン参加（順位がつきません）の為、無料です 

 

締切日：12 月 25 日（金） 事務局 サッカー協会 家田又は澤までお願いします 

 

その他：監督会議は１月７日（木）１９：００～葛中体育館ミーティングルームで行います 

リーグ期間中の予定・行事等把握の上、各チーム必ず 1 名以上出席ください 

欠席の場合、当該チームの日程変更は認めません 

 

 

お問い合わせ：サッカー協会 澤 ０８０－１８５２－５２０１ 



葛巻町勤労者ミニサッカーリーグ規定 

（目 的） 

第１条 この規定は、葛巻町勤労者ミニサッカーリーグ規定のほか、リーグ戦を運営する

ために必要な事項を定める。 

（試合方法及び順位の決定） 

第２条 試合方法は、参加チームによるリーグ戦とする。 

 順位の決定は、勝ち点方式（勝ち３点・引き分け１点・負け０点）とする。 

   なお、同勝ち点の場合は、得失点差で、それでも決定しない場合は、①総ゴール数、

②当該チームの対戦成績により順位を決定する。 

（選手登録） 

第３条 競技者は、別紙「申し込み用紙」により登録した者とし、複数のチームにまたが

っての登録は認めない。 

１ 参加資格は葛巻町内に勤務、もしくは葛巻町出身者。監督者会議で承認された選手。 

  （中、高生は一般のチームに登録出来ない。） 

２ 追加登録は、試合前日までに事務局に別紙登録用紙を提出すること。 

３ 葛巻町サッカー協会会員の登録については特に規制しないが、試合中の出場は、常

時３名（ＧＫ１名、ＦＰ２名）までとする。ただし、３５歳以上のサッカー協会会員

はその限りではない。 

（失 格） 

第４条 前条の規定に従わないチームは、失格もしくは没収試合とし、対戦チームの勝ち 

とする。罰則金２０００円。（記録、審判担当の不在も同じ。） 

   試合開始予定時間を 10 分経過し、かつ試合開始時に出場人数が３人未満のときは、

没収試合とし、対戦チームの勝ちとする。（スコアは７－０とする。） 

（試 合） 

第５条 試合規定は原則として次の通りにする。 

 第１試合開始時間は、19 時 10 分からとする。 

 第２試合以降は、前試合終了後５分後には開始する。 

＊但し、リーグ戦運営上、体育館利用状況などにより試合時間の変更あり。 

第６条 競技時間は前・後半各 12 分、ハーフタイム３分とし、延長・ＰＫ戦は行わない。 

（審 判） 

第７条 審判は、主審１名、副審１名で行う。 

（試合日程及び組み合わせ） 

第８条 試合及び組み合わせは、事務局が決定し発表する。 

（表 彰） 

第９条 表彰は、次の通りにする。 

１ 優勝、準優勝、３位チーム 

２ ＭＶＰ（サッカー協会員以外） 

３ 得点王（サッカー協会員以外） 

４ アシスト王（サッカー協会員含） 



葛巻町勤労者ミニサッカーリーグ戦競技規則 

 

平成 25 年 1 月改正  

 

 葛巻町勤労者ミニサッカーリーグ戦の競技規則については、フットサル競技規定を一部

準用するものとし、次のとおり改正するものとする。 

 

１ 基本的なルール 

 (1) ボールがタッチラインを割った場合は、その場所からキックインで再開すること。 

 (2) コーナーキックも同様（コーナーエリア内からのキックイン）。 

 (3) ゴールラインを割った場合は、ゴールキーパーのスローイン（手）から再開するこ

と。 

(4) オフサイドはない。 

 (5) 選手交代については何度でも出入りが可能であること。（ただし、コート場は必ず５

人を超えてはならない。） 

 ※「２競技者の交代について」を参照。 

 (6) ゴールキーパーのスローインは上・下等、いずれの投げ方でも可能であること。 

 (7) ゴールキーパーが自分のペナルティーエリアから出ることは可能であること。 

   ＊「７間接ＦＫになる反則」の（ＧＫに関する反則）を参照。 

   ＊必ずゴールキーパーと分かる服装（ビブス）を着用すること。 

 (8) 試合中に、レッドカードにより退場した場合、退場後プレーイングタイムで２分間

経過した後、または２分間経過する前であっても人数の多いチームがゴールを決め

た後に選手を補充できるものとする。 

 

２ 競技者の交代について 

 (1) 交代するときは、競技者が完全にピッチを出てから入ること。 

 (2) 違反した場合は、イエローカードの対象となります。（相手チームの間接フリーキッ

クから再開） 

 

３ 競技者の用具について 

 (1) 競技者は、怪我等の安全防止の観点から、「すね当て」を着用することが望ましいこ

と。 

 (2) シューズについては、靴底が白色または餅色等のものを使用すること。（靴底が黒色、

及び外用のトレーニングシューズ等は禁止とする。） 

 (3) 競技者は、自分自身あるいは他の競技者に危険となるような用具やその他のものを

身につけないこと。また、テープで覆うことも認められません。 

 

４ 競技の開始について 

(1) キックオフから直接得点できる（中学生との試合のみノーゴール）。 

(2) 笛が鳴った後にキックオフする（鳴る前にキックオフした場合はやり直し）。 

(3) ボールは前方に蹴る（正しく行われなかった場合、やり直し）。 



５ ボールのインプレー及びアウトオブプレー 

(1)  プレー中、タッチラインまたはゴールラインをボールが完全に出た場合、アウトオ

ブプレーとなる。 

 (2) ボールが天井に当たった場合は、当たった場所に最も近いタッチラインから、相手

側のキックインで再開すること。 

 

６ 「直接フリーキック」になる反則 

 (1) キッキング；相手を蹴る。また蹴ろうとする。 

 (2) トリッピング；相手をつまずかせる。またつまずかせようとする。（足だけではな

く相手の前に身をかがめて倒すことも反則となる。） 

 (3) ジャンピング・アット；相手に飛びかかる。 

 (4) チャージング；相手に一方的に体であたる。単なる接触は、反則とならない。 

 (5) ストライキング；相手を打つ。または打とうとする。 

 (6) プッシング；相手を押す。 

＊(1)～(6)を不用意に、無謀に、あるいは過剰な力で行ったと主審が判断した場合。 

 (7) スライディングタックル；相手がボールをプレーしているときに、体を滑らせてタ

ックルする。（ＧＫが自分のペナルティーエリア内で行うものは除く。） 

 (8) スピッティング；相手につばを吐く。 

(9) ホールディング；相手を抑える。 

 (10) ファウルタッチ；ボールを保持しようとしてボールに触れる前に相手に触れる。 

（11）ハンドリング；手や腕を用いて、意図的にボールを運び、打ち、推し進める。 

＊(7)～(11)の反則を犯した場合（犯すだけで反則となる） 

 

７ 「間接フリーキック」になる反則 

～ゴールキーパー（以下ＧＫ）に関する反則～ 

(1) ＧＫへのパス；ＧＫに対して味方の競技者が意図的に足で蹴ったボールに手で触れ

る。（膝や腿で蹴ったボールは、手で触れることが出来る。） 

(2) キックインからＧＫへのパス；味方競技者からキックインしたボールを手で触れる。 

(3) ４秒ルール；４秒を超えて手や足でボールをコントロールする。（自分のハーフ内に

限る） 

(4) ＧＫへのリターンパス；ＧＫが一度コントロールしたボールを味方競技者がプレー

した後に、手や足に限らず再び触れる。＊セービングで弾いたボールやパンチング

したボールは、ＧＫがコントロールしていないので、ＧＫに戻せる。ただし、味方

競技者が足で蹴ったボールＧＫは手で触れることが出来ない。 

 

～ＧＫ以外の競技者に関する反則～ 

(5) デンジャラスプレー；危険な方法でプレーする。 

(6) オブストラクション；ボールをプレーしないで故意に相手の進路を妨害する（身体

を当てて妨害した場合は直接ＦＫが与えられる）。 

(7) ＧＫの妨害；ＧＫがボールを放そうとするのを妨げる。 

(8) 警告の為、あるいは退場を命ずる為のプレーの停止；他の反則が犯されることなく、

警告をする、あるいは退場を命ずる為にプレーを停止する。 



 

８ フリーキック 

(1) 違反のあった場所にボールを静止させる。 

＊ ペナリティーエリア内で守備側競技者が間接ＦＫに値する違反を犯した場合、違反の

あった場所から最も近いペナルティーエリアライン上から行う。 

＊ 静止していない場合や、反則があった場所以外から行った場合は、やり直し。 

(2) 守備側競技者は、ボールから５ｍ以上離れる。 

＊ ５ｍ以上離れていない場合でも、ＦＫを行ってよい。 

＊ 主審あるいは第２審判は、相手競技者をボールから５ｍ以上離す（ゴールを狙える場

所などで、すぐにＦＫを行わない場合、笛で明らかに壁を離すことを伝え、壁を５ｍ

以上離した後、笛でキックの合図をする）。 

(3) ボールを蹴ることが出来る状態から４秒以内にキックを行う。 

＊ ４秒を越えて時間をかけた場合、相手チームに間接ＦＫが与えられる（４秒ルール）。 

＊ 主審あるいは第２審判が笛を吹いて壁を離した場合、笛でキックの合図をしてから４

秒をカウントする。 

 

～ＦＫに関するきまり～ 

 

① キッカーはキック後、他の競技者が触れるまでボールに再び触れることが出来ない。 

           触れた場合→相手の間接ＦＫ 

② 直接ＦＫは相手のゴールに対してのみ直接得点する事が出来る。 

         味方のゴールに直接入った場合→相手のＣＫ 

③ 間接ＦＫは、直接ゴールに入っても得点とならない。 

 

９ キックイン 

 (1) 足はラインの外、またはラインに触れていること。 

 (2) ボールはライン上に静止していること。 

 (3) ボールを保持してから４秒以内に行うこと。（４秒のカウントは、キッカーがボール

を保持して始められる。＊ボールを置いてからではない。） 

 (4) 相手競技者は、ボールから５ｍ以上離れること。 

（5） キックインの違反があった場合、同じ場所から蹴るキックインが相手チームに与え

られる。 

 

10 ゴールクリアランス 

(1) ＧＫがペナルティーエリア内から手で投げる 

 (2) ゴールクリアランスから直接得点することは出来ない。 

 (3) ボールを保持してから４秒以内に投げること（４秒ルール）。４秒を超えた場合、そ

の場所に最も近いペナルティーエリアライン上から間接ＦＫ。 

＊やり直しは、ＧＫが足で蹴る、ペナルティーエリアからボールが出る前に競技者が

触れた場合。 

 

 



11 コーナーキック 

 (1) 相手競技者はボールから５ｍ以上離れること。（インプレー前） 

 (2) ４秒以内に行うこと。(４秒越えた場合、その場から相手チームのキックイン) 

  ＊やり直しは、コーナーエリア外に置かれたボールを蹴った、動いてるボールを蹴っ

た場合。 

 

12 カードの累積による出場停止について 

 (1) イエローカードによる警告が累積３枚で、次戦出場停止となること。 

 (2) レッドカードによる退場は、即退場＋次戦出場停止となること。 

 

～ボールが直接ゴールに入ったら？  プレーの再開方法は？～ 

● キックオフから 

相手ゴール → ゴールイン → 相手チームのキックオフ 

味方ゴール → ノーゴール → キックオフのやり直し 

＊中学生以下の試合で、直接相手ゴールに入った場合、相手のゴールクリアランス。 

● キックインから 

相手ゴール → ノーゴール → 相手チームのゴールクリアランス 

味方ゴール → ゴールイン → 味方チームのキックオフ 

● ＧＫ・スロー（ボールがインプレー中）から 

相手ゴール → ノーゴール → 相手チームのゴールクリアランス 

味方ゴール → ゴールイン → 味方チームのキックオフ 

● ＧＫのキックから（パントキックも含む） 

相手ゴール → ゴールイン → 相手チームのキックオフ 

味方ゴール → ゴールイン → 味方チームのキックオフ 

＊ 中学生以下の試合でパントキックしたボールが相手のゴールに直接入った場合、ハー

フェーライン上の任意の場所から相手の間接ＦＫ。 

● ゴールクリアランスから 

相手ゴール→ ノーゴール → 相手チームのゴールクリアランス 

味方ゴール→ ノーゴール → ゴールクリアランスのやり直し 

● コーナーキックから 

相手ゴール→ ゴールイン → 相手チームのキックオフ 

味方ゴール→ ノーゴール → 相手チームのコーナーキック 

● 直接ＦＫから 

相手ゴール→ ゴールイン → 相手チームのキックオフ 

味方ゴール→ ノーゴール → 相手チームのコーナーキック 

● 間接ＦＫから 

相手ゴール→ ノーゴール → 相手チームのゴールクリアランス 

味方ゴール→ ノーゴール → 相手チームのコーナーキック 
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第22回勤労者ミニサッカーリーグ
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