
 

 
大会要項 

 
1. 趣旨 

民間フットサル場などで高い競技性を求めず日常的に楽しんでフットサルをプレーする方々が数多くいま

す。これらの方々を対象にフットサル大会を開催し、多くの方々にフットサルというスポーツを通じて楽し

い時間を共有するとともに、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献することを目指します。 

2. 名称 

2014/15 ＪＦＡエンジョイ 5 ～ＪＦＡフットサルエンジョイ大会～ 

3. 主催 

公益財団法人日本サッカー協会 

4. 後援 

地域サッカー協会、都道府県サッカー協会、一般財団法人日本フットサル連盟、 

一般社団法人日本フットサル施設連盟 

5. 協賛 

株式会社コナミデジタルエンタテインメント、株式会社ナイキジャパン、株式会社みずほフィナンシャル 

グループ 

6. 大会形式 

ファーストステージ、セカンドステージ、ファイナルステージの 3ステージ制とする。 

※セカンドステージがないカテゴリーもございます。 

＜ファーストステージ＞ 

期間：2014年 7月 21日(月・祝)～12月 14日(日) 

会場：各都道府県の民間フットサル施設等  

＜セカンドステージ＞ 

期間：2014年 9月～12月 14日(日) 

会場：各地域の民間フットサル施設等 

＜ファイナルステージ＞ 

期間：2015年 1月 25日（日） 

会場：さいたまスーパーアリーナ（埼玉県さいたま市中央区） 

7. 出場資格 

(1) JFA フットサルエンジョイプレーヤー登録(無料)している選手により、本大会のために構成されたチー

ム。 

(2) JFA の仲間として、大会趣旨である”エンジョイ”という考えを理解してプレーできる者。未成年者は

親権者の承諾を得ること。 

8. 出場区分 

9カテゴリー（各カテゴリーの参加選手については、以下の通り。） 

 ファーストステージ⇒セカンドステージ⇒ファイナルステージと進出 

① オープン 男女、年齢制限なし。 

  地域フットサルリーグ、Fリーグのチームとしての参加は不可。 

② U-12  12歳以下（2002年 4月 2日以降生まれの男女） 

 ファーストステージ⇒ファイナルステージ※各 9施設で 1位になったチームが進出 

③ レディース  女性のみ、年齢制限なし。 

 ファーストステージ⇒ファイナルステージ※各 32施設で 1位になったチームが進出  



 

④ エンジョイ 男女、年齢制限なし。 

  地域フットサルリーグ、Fリーグ所属選手の参加は、不可。 

 ファーストステージ⇒ファイナルステージ（各会場での優勝チームより抽選で進出を決定） 

⑤ ビギナー  男女、年齢制限なし。 

  都道府県フットサルリーグ、地域フットサルリーグ、Fリーグ所属選手の参加は不可。 

⑥ O-30  30歳以上（1984年 4月 1日以前生まれの男女） 

⑦ 同窓会 男女、年齢制限なし。 

同一の小学校、中学校、高校、大学の卒業生で構成されたチーム。 

⑧ ミックス  男女、年齢制限なし。フィールドプレーヤーとして常に 2名以上が女性。 

 ファイナルステージのみ（抽選で決定） 

⑨ インディビ（個人参加） 

   男女、年齢制限なし。個人単位の参加とし、チームは主催者が編成。 

部門  ファーストステージ  セカンドステージ  ファイナルステージ  

① オープン   

 

 

全国各地で開催 

全国9地域で開催 16 チーム  

② U-12 全国9地域で開催 16 チーム  

③ レディース 全国9地域で開催 9 チーム  

④ エンジョイ  なし  32 チーム  

⑤ ビギナー  なし  抽選で8 チーム  

⑥ O-30 なし  抽選で8 チーム  

⑦ 同窓会 なし  抽選で8 チーム 

⑧ ミックス なし  抽選で8 チーム 

⑨ インディビ（個人参加）  なし  なし  抽選で8 チーム  

計   113 チーム  

 

9. 競技方法 

(1) 大会形式 

原則として 1グループ 4チーム以上のリーグ戦方式で行い、その後ノックアウト方式のトーナメントで 

順位を決定する。各チーム 3試合以上行う。 

(2) 試合時間及び勝敗の決定 

① 各カテゴリーとも、原則前後半 7分間のランニングタイムとする。ハーフタイムのインターバルは

1分間とする。 

② 同点の場合、リーグ戦方式の時は引き分けとし、トーナメントでは PK方式（3人）を行って決する。 

③ 不戦敗は 0-3、もしくは試合終了時点においてそれ以上の得点差で勝っていた場合は、その得点差

とする。 

(3) 順位決定方法 

リーグ戦方式の順位決定方法は、勝点（勝ち 3，引分け 1、負け 0）の多いチームを上位とし、勝点が

同じ場合は、以下の方法により決定する。 

① グループ内での総得失点差 

② グループ内での総得点数 

③ 当該チーム間の対戦成績 

④ 抽選 

 

10. 審判員 

本協会登録フットサル審判員による。 



 

11. 懲罰 

本協会基本規程「懲罰」に則り、本大会の規律委員会において決定する。ただし、次の通り運用する。 

① 本大会において退場を命じられた選手は、自動的にそのステージの次の 1試合に出場できない。 

② ファーストステージ、セカンドステージ、ファイナルステージ各終了時点で未消化となった 1試合

の出場停止処分については消滅する。 

③ 警告の累積による出場停止処分は科さない｡ 

12. 競技規則 

本協会フットサル競技規則 2013/2014による。 

(1) ピッチサイズは、タッチライン 25m～40m、ゴールライン 16m～20mとする。 

(2) ボールは、フットサル 4号球を使用する（U-12部門では原則としてフットサル 3号球）。 

(3) タイムアウトは、ない。 

(4) 前後半終了間際にファウルが犯された場合、フリーキックを行ってから終了する。 

(5) 試合開始予定時刻に 2分間遅れたチームは不戦敗とする。 

(6) スパイクシューズは、禁止。スポーツコート及びフロアコートの施設では、各施設の指定に従ったシュ

ーズを使用すること。 

(7) 対戦チームと色が近い、ユニフォームが揃わないなどの場合には、施設等が用意したビブスを着用する

こと。 

(8) すねあて（レガース）は必ず着用することとする。 

(9) ミックス カテゴリー 

① 女性の得点は、2点とする（PK方式では 1点）。 

② PK方式では、最初の 3本のうち 2本のキックを女性が行う。 

③ 男性が女性に直接フリーキックとなる反則を行った場合は、相手チームにペナルティーキックを与

える。 

④ 負傷等により女性のフィールドプレーヤーが 1名以下とならざるを得ない場合、そのチームは女性

1人を含む 4人でプレーをする。 

(10)U-12 カテゴリーでは、15歳以下の競技規則の特例を適用する。 

① ゴールキーパーが手で投げた後、または足でけった後、ボールが競技者に触れるかプレーされる、

あるいはピッチ面に触れる前にハーフウェーラインを越えたときは、相手側チームに間接フリーキ

ックを与える。 

② ゴールクリアランスされた後、ボールが競技者に触れるかプレーされる、あるいはピッチ面に触れ

る前にハーフウェーラインを越えたときは、相手側チームに間接フリーキックを与える。 

13. 参加申込 

(1) 参加チーム 

各会場開催 5日前をエントリー締切日とし、定員に達し次第終了する。1チームの選手は 5人以上 20人

以内とする。選手は同会場で行われる同日同カテゴリーの大会を除き、複数のチームで参加することが

できる。 

(2) インディビ（個人参加）カテゴリー 

10月 1日～12月 14日をエントリー期間（予定）とし、応募者多数の場合は抽選で決定する。二重エン 

トリーはできない。 

14. 参加料 

(1) 参加料は全ステージ共通で 13,000円/チームとする。 

(2) U-12カテゴリーは 7,000円/チームとする。 

(3) インディビ（個人参加）カテゴリーは 1,500円/人とする｡ 

※支払い方法は原則クレジットカードおよびコンビニ決済のみとし、クレジットカード決済は即時、コンビ

ニ決済はエントリー後 2日以内に支払いを完了しない場合は、自動的にキャンセルとする。 

※現金払いの対応可否については開催施設によって対応が異なるため、事前に開催施設へ確認すること。 

※参加料入金後のキャンセルの場合、チームは各施設へ電話にて連絡すること。理由の如何にかかわらず参

加料の 100%のキャンセル料が発生するものとする。 



 

※最少催行チーム数は 4チーム。エントリー締切時点でこれを満たさない場合は中止とし、支払い済みの参

加料は全額返金する。悪天候等により中止となった場合も、全額返金とする。 

 

15. 経費 

ファイナルステージに限り、開催施設の都道府県に応じて、1 チームあたり以下の基準額を本協会が支払

う。ただし、U-12 カテゴリーは以下の半額とし、インディビカテゴリー参加者へは以下の 10 分の 1 を支払

う。尚、大会参加チーム・参加者への振込はファイナルステージ終了後とする。 

区分 A 5,000円 群馬県 埼玉県 神奈川県 千葉県 東京都 栃木県   

区分 B 12,500円 茨城県 山梨県       

区分 C 25,000円 静岡県 長野県       

区分 D 35,000円 福島県        

区分 E 45,000円 愛知県 岐阜県 宮城県 山形県 新潟県 富山県   

区分 F 55,000円 岩手県 京都府 三重県 滋賀県 石川県    

区分 G 60,000円 大阪府 奈良県 福井県      

区分 H 65,000円 兵庫県 和歌山県       

区分 I 75,000円 岡山県 秋田県 青森県      

区分 J 85,000円 広島県 香川県 鳥取県      

区分 K 90,000円 愛媛県 高知県 山口県 島根県 徳島県    

区分 L 100,000円 北海道 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 鹿児島県 宮崎県 

区分 M 150,000円 沖縄県        

 

16. 負傷対応 

本協会が加入する本大会参加者を対象とした傷害保険が適用されるが、この他は原則として各自の責任と

する。 

17. 表彰 

＜ファーストステージ＞ 

各カテゴリー 優勝チームを表彰する。 

＜セカンドステージ＞ 

各カテゴリー 優勝チームを表彰する。 

＜ファイナルステージ＞ 

各カテゴリー 優勝、準優勝、第 3位チームを表彰する。 

 


