
 

 

  

第３回ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー大会 

尼崎大会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日：２０１８年５月６日（日） 

会 場：ベイコム陸上競技場・補助陸上競技場 

住 所：尼崎市西長洲町一丁目４番１号 

 

一般社団法人尼崎青年会議所 



はじめに 

 

■青年会議所とは？  

  １９４９年、明るい豊かな社会の実現を理想とし、責任感と情熱をもった青年

有志による東京青年商工会議所（商工会議所法制定にともない青年会議所と改

名）設立から、日本の青年会議所（ＪＣ）運動は始まりました。共に向上し合

い、社会に貢献しようという理念のもとに各地に次々と青年会議所が誕生。１９

５１年には全国的運営の総合調整機関として日本青年会議所（日本ＪＣ）が設け

られました。現在、日本全国に青年会議所があり、「修練」「奉仕」「友情」の

三つの信条のもと、よりよい社会づくりをめざし、ボランティアや行政改革等の

社会的課題に積極的に取り組んでいます。さらには、国際青年会議所（ＪＣＩ）

のメンバーとして各国の青年会議所と連携し、世界を舞台として、さまざまな活

動を展開しています。 

 

■ＪＣカップとは？ 

  ２０１５年、公益社団法人日本青年会議所は、一般社団本法人日本サッカー名蹴

会との共催により「第１回ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー全国大会」を開催

いたしました。 

  サッカーというスポーツを通じて、次代を担う子どもたちが地域に夢と希望をも

たらす人材へと成長し、グッドルーザーの精神(勝っても負けても相手を思いやれ

る大きな心と強い精神力を身に付ける)を育む機会を創出するとともに、大会を通

じて地域間の交流人口を拡大し、人が行き交い活性化する地域の姿を目指すことを

目的としています。 

 

主催者 

 

 主 催 者：兵庫県尼崎市昭和通三丁目９６番地 

      一般社団法人尼崎青年会議所 

連 絡 先：ＴＥＬ ０６－６４１３－０１３６ 

      ＦＡＸ ０６－６４１３－０７２０ 

 緊急連絡先：拡大委員会委員長 河原顕誓（かわはらあきちか） 

       ０９０－９８６５－２９１０ 

 



 実施要項 

 

■大会日程 

 開 催 日 時：２０１８年５月６日（日） ９：００～１７：００ 

 会   場：ベイコム陸上競技場  尼崎市西長洲町一丁目４番１号 

 会場連絡先：０６－６４８９－２０２７ 

 

■大会スケジュール 

プログラム 時間 会場（北コート） 会場（南コート） 

受 付 08:00～09:00  

開会式 09:00～09:20  

大 会 

09:40～10:15 上位Ｔ 第１試合 上位Ｔ 第２試合 

10:20～10:55 上位Ｔ 第３試合 上位Ｔ 第４試合 

11:00～11:35 下位Ｔ 第１試合 下位Ｔ 第２試合 

11:40～12:15 下位Ｔ 第３試合 下位Ｔ 第４試合 

12:20～12:55 上位Ｔ 準決勝 上位Ｔ 準決勝 

13:00～13:35 下位Ｔ 準決勝 下位Ｔ 準決勝 

13:40～14:15 上位Ｔ フレンドリーマッチ 上位Ｔ フレンドリーマッチ 

14:20～14:55 下位Ｔ フレンドリーマッチ 下位Ｔ フレンドリーマッチ 

15:00～15:35 上位Ｔ ３位決定戦 下位Ｔ ３位決定戦 

15:40～16:15 上位Ｔ 決勝戦 下位Ｔ 決勝戦 

閉会式 16:30～17:00  

   ※上位Ｔ…上位トーナメント 予選リーグの上位８チームで構成します。 

   ※下位Ｔ…下位トーナメント 予選リーグの下位８チームで構成します 

   ※フレンドリーマッチ…トーナメント初戦で負けてしまったチーム同士の試

合を行います。 

   ※表彰式にて各トーナメントの優勝、準優勝及び３位、そして全出場チームの

中から１チームをＪＣ賞として、それぞれ表彰します。 

 

 

 

 

 

 



■参加資格 

１． 大会参加のお申し込みはチーム単位での受付となります。 

２． 尼崎市内に拠点を置く１１歳以下の児童（小学５年生を中心とした選手）で構

成されたチームであること。 

３． 審判資格を有している者がいること。 

４． 選手はスポーツ傷害保険（スポーツ安全協会傷害保険等）に加入していること。

（※１） 

５． 出場チーム及び選手は、大会制作物への肖像権使用を承諾したものとします。

（※２） 

６． 本大会優勝チームは、やむを得ない事情がない限り、６月１０日に予定されて

いるＪＣカップ兵庫ブロック大会に出場していただきます。（※３） 

７． 参加申し込みチームが多数の場合、事前に大会出場チームを選出する試合を行

う場合がございます。詳細は参加チームの決定後、お知らせいたします。 

 

 ※１ ケガをした場合の応急処置は行いますが、原則、各チームでその後の処置に

責任を持っていただきます。 

 ※２ 試合中の動画、写真を尼崎青年会議所ホームページ、ＦＡＣＥＢＯＯＫ、そ

の他広報誌に掲載する場合がございます。 

 ※３ 勝ち進めば、近畿地区大会及び全国大会の出場の機会がありますので、ご理

解の上、本大会の申し込みをしてください。 

 

    兵庫ブロック大会：２０１８年６月１０日（日）開催予定 

    近 畿 地 区 大 会：２０１８年７月８日（日）開催予定  

    全 国 大 会：２０１８年８月以降開催予定 

 

■競技規定 

１． 本大会は８人制で行います。 

２． 参加チーム１６チームを上位グループと下位グループに分け、グループごとに

トーナメント方式で順位を決定します。（※１） 

３． 本大会のルールは、公益財団法人日本サッカー協会「サッカー競技規則」によ

ります。当該規則に規定されていない事項に関しては、公益財団法人日本サッ

カー協会発行の最新版サッカー競技規則を準用する。ただし、以下の項目にお

いては本大会特別ルールを適用する。 

４． 競技時間は、１５分ハーフ［ハーフタイム５分］で行います。延長戦は行いま

せん。 

５． 同点の場合はＰＫ戦方式（３人制）により勝敗を決します。 

６． 選手の登録人数は１６名を上限とします。交代人数に制限はありません。再出



場も可とします。 

７． 大会使用球は４号球日本サッカー協会検定球とします。 

８． ユニフォームはＧＫを除く選手全員が同じものを着用してください。（※２） 

 

 ※１ 本大会開催前に予選大会を実施します。予選大会では、参加チーム１６チー

ムを４つのグループに分け、リーグ戦を行います。各リーグの上位２チーム

が本大会上位トーナメント、下位２チームが本大会下位トーナメントに出場

します。 

 ※２ 対戦チームと同系色の場合は、両チーム話し合いのうえ、判別できるように

してください。 

 

■大会運営 

１． 審判は各チーム相互審判とし、主審１名と１人の補助審判（ただし、主催者判

断にて補助審判を２人～３人とする場合がある。）で行います。審判記録カー

ドは本部で用意します。 

２． ベンチ（監督・コーチ）が判定に対して異議を唱えたり、選手に対してネガテ

ィブなコーチングを行い、主審から一度注意を受けた後に、再度同様な行為が

あった場合は、主審の判断により退席処分とし、それ以降はベンチからのコー

チングを不可とする場合があります。 

３． 悪天候、またはその他の事由で大会スケジュールが変更になる場合があります

のでご了承下さい。その際は大会スタッフの指示に従って下さい。 

４． 雨天等の場合でも、グラウンドの状態により試合を決行するときがあるので、キ

ックオフの５分前までにコート本部に集合して下さい。 

５． すべての参加者は、競技運営上のあらゆる規定、大会スタッフの指示に従い、常

に明朗かつ公正に行動し、言動を慎み、「ＪＣカップ」を構成するあらゆる関係機

関及び関係者の名誉を傷つけるような行為はしないこと。主催者の判断により該

当する参加者が所属するチームに対して参加を禁止する場合もあります。 

 

■その他 

１． グラウンドには選手又はコーチだけ入場可能です。保護者の方は観客席にて応

援をお願いします。 

２． 施設内は禁煙となります。テント内や携帯灰皿での喫煙もできません。指定の

場所での喫煙にご協力ください。 

３． 荷物・貴重品等は各自で保管・管理するようにお願いします。（※１） 

４． 大会期間中に怪我をした場合は、大会スタッフまでご連絡下さい。（※２） 

５． 万一事故の場合、応急処置は致しますが、一切の責任は負いかねますのでご注

意下さい 



 ※１ 盗難・紛失に関しましては、当方では関知できませんので十分にご注意下 

さい。 

 ※２ 必要な場合は病院への連絡や救急車の手配を行います。 

 

 

中止要項 

 

■大会実施の中止について 

大会当日午前６時の気象庁の発表をもとに、大会実施の可否を決定します。 

大会を中止とする場合、各チーム責任者に速やかに連絡いたします。 

なお、予備日は設けておりませんので、大会を中止する場合は抽選にて尼崎市代表

チームを決定させていただきます。 

 

【中止基準】 

気象庁発表の警報区域に尼崎市が含まれている場合は原則中止とします。 

気象庁発表の注意報区域に尼崎市が含まれている場合は大会実施の可否を協議の

うえ判断します。 

波浪警報など大会運営に直接被害を及ぼすおそれが少ない場合は、大会実施の可

否を協議のうえ判断します。 

 

■大会中の豪雨、雷雨等について 

１． 大会中に豪雨、雷雨等が発生した場合、主催者の判断により、大会を一時中断

します。または、主催者が大会続行不可能と判断した場合、大会を中止します。

（※１） 

２． 天候の回復により大会を続行した場合、主催者判断により、大会スケジュール

を変更する場合があります。（※２） 

３． 試合中に一時中断がされた場合、残り時間にかかわらず、その時点の試合結果

を採用します。同点の場合は抽選で勝利チームを決定します。 

４． 大会が中止された場合、その時点の勝ち残りチーム（試合中に中止が決定され

た場合は、上記３を適用せず、両チームは代表決定抽選に参加できるものとし

ます。）で抽選を行い、尼崎代表チームを決定します。 

 

 ※１ 大会継続の可否ついては、一般社団法人尼崎青年会議所理事長の判断により

決定します。 

 ※２ スケジュール変更をする場合、尼崎代表チームを決定するための大会スケジ

ュールを優先し、フレンドリーマッチや３位決定戦を行わない可能性があり

ます。 



 

■地震発生時の対応 

１． 震度５以上の地震が発生した場合は、速やかに大会を中止し、指定された避難

場所へ移動します。（※１） 

２． 震度３または４の地震が発生した場合は、速やかに試合を一時中断し、グラウ

ンド中央へ避難します。主審は大きく笛を吹き、選手をグラウンド中央へ集め

ます。その後は、大会本部の指示に従ってください。  

３． 大会継続の可否ついては、一般社団法人尼崎青年会議所理事長の判断により決

定します。大会を継続する場合、主催者判断により、大会スケジュールを変更

する場合があります。（※２） 

４． 試合中に一時中断がされた場合、残り時間にかかわらず、その時点の試合結果

を採用します。同点の場合は抽選で勝利チームを決定します。 

５． 大会が中止された場合、その時点の勝ち残りチーム（試合中に中止が決定され

た場合は、上記４を適用せず、両チームは代表決定抽選に参加できるものとし

ます。）で抽選を行い、尼崎代表チームを決定します。 

 

 ※１ 被害の程度により、主催者判断にて大会を続行する場合があります。 

 ※２ スケジュール変更をする場合、尼崎代表チームを決定するための大会スケジ

ュールを優先し、フレンドリーマッチや３位決定戦を行わない可能性があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事故発生時 ベイコム陸上競技場周辺の救急医療機関 

 

尼崎総合医療センター 東難波 2 丁目 17-77 06-6480-7000 

 

ベイコム陸上競技場より  

産業道路を南へ進み最初の交差点「西長洲」の交差点を右折 

波洲通りを西進し、「梅の里」交差点を右折 

五号橋線を北進し、「産業道路前」交差点の東側 

 

尼崎市内のその他の救急告示医療機関 

近藤病院   昭和通 4 丁目 114    06-6411-6181 

安藤病院   東難波町 5 丁目 19-16  06-6482-2922 

大原病院   宮内町 1 丁目 9   06-6411-3124 

尼崎中央病院   潮江 1 丁目 12-1  06-6499-3045 

合志病院   長洲西通 1 丁目 8-20  06-6488-1601 

大隈病院   杭瀬本町 2 丁目 17-13  06-6481-1667 

尼崎新都心病院  潮江 1 丁目 3-43   06-6493-1210 

関西労災病院   稲葉荘 3 丁目 1‐69  06-6416-1221 

田中病院   武庫川町 2 丁目 2   06-6416-6931 

西原クリニック  稲葉荘 1 丁目 8-17   06-6430-1800 

立花病院   立花町 4 丁目 3-18   06-6438-3761 

青木外科整形外科  若王寺 1 丁目 2-23    06-6491-0148 

アイワ病院   東園田町 4 丁目 101-4  06-6499-0888 

はくほう会セントラル病院 東園田町 4 丁目 23-1  06-4960-6800 


