
 

第 70 回 春季区民少年サッカー大会要綱 

2017 年 1 月 20 日 
江戸川区サッカー連盟少年部 

運営委員会 
期間 2017 年 4 月～ 
会場 篠崎グラウンド 
主催 江戸川区 
主管 江戸川区サッカー連盟 
 
目的 江戸川区内の少年少女サッカークラブの 強チームによる、サッカーを通

した技術の研鑽、交流、親睦を図ること。 
参加チーム 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 
参加資格 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 

参加選手は 6 年生以下とし、おのおのの団体が認める登録選手とする。 
尚、複数チーム（ 大 2 チーム）の参加を認める。 

参加費 1 チーム ￥1,000 とする 
試合運営 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会により行う。 
規則 東京都第 2 ブロック及び（財）日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
大会方式 リーグ・トーナメント方式。8 人制、4 人制審判。 

20 分－5 分－20 分とし、原則延長戦は行わない。 PK 戦とする。 
※上記試合時間は、参加チーム数により変更する可能性がある。 
選手登録は 25 名までとし、選手の交代は「自由な交代制」。 
ペンチスタッフは 2 名以上 3 名以内とする。 
試合球は 4 号球（空気圧 0.8）を使用する。 
ユニフォームは異色を 2 着背番号付で用意する。 

表彰 優勝、準優勝、三位、敢闘賞 
その他 大会規定の詳細は別途定める。 

グランドの整備及び備品等の準備撤収については、定められたチームが、

原則試合開始 90 分前にグランドの準備（ライン引き等）を行い、 終試合

のチームがグランド整備、備品等の撤収を本部、運営と共に行う。 
応援は指定された応援エリアで行なうこととする。 

連絡先 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会 
運営委員長 菅谷 芳秋 



 

第 70 回 春季区民 4 年生大会要綱 

2017 年 1 月 20 日 
江戸川区サッカー連盟少年部 

運営委員会 
期間 2017 年 4 月～ 
会場 篠崎グラウンド 
主催 江戸川区サッカー連盟 
主管 江戸川区サッカー連盟少年部 
 
目的 江戸川区内の少年少女サッカークラブの 4 年生以下によるサッカーを通し

た技術の研鑽、交流、親睦を図ること。 
参加チーム 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 
参加資格 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 

参加選手は 4 年生以下とし、おのおのの団体が認める登録選手とする。 
尚、複数チーム（ 大 2 チーム）の参加を認める。 

参加費 1 チーム ￥1,000 とする 
試合運営 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会により行う。 
規則 東京都第 2 ブロック及び（財）日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
大会方式 トーナメント方式。8 人制、4 人制審判。 

20 分－5 分－20 分とし、原則延長戦は行わない。 PK 戦とする。 
※上記試合時間は、参加チーム数により変更する可能性がある。 
選手登録は 25 名までとし、選手の交代は「自由な交代制」。 
ペンチスタッフは 2 名以上 3 名以内とする。 
試合球は 4 号球（空気圧 0.5）を使用する。 

表彰 優勝、準優勝、三位、敢闘賞 
その他 大会規定の詳細は別途定める。 

グランドの整備及び備品等の準備撤収については、定められたチームが、

原則試合開始 90 分前にグランドの準備（ライン引き等）を行い、 終試合

のチームがグランド整備、備品等の撤収を本部、運営と共に行う。 
応援は指定された応援エリアで行なうこととする。 

連絡先 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会 
運営委員長 菅谷 芳秋 

 



 

第 70 回 春季区民 3 年生大会要綱 

2017 年 1 月 20 日 
江戸川区サッカー連盟少年部 

運営委員会 
期間 2017 年 4 月～ 
会場 篠崎グラウンド・臨海球技場など 
主催 江戸川区サッカー連盟 
主管 江戸川区サッカー連盟少年部 
 
目的 江戸川区内の少年少女サッカークラブの 3 年生主体による、サッカーを通

した技術の研鑽、交流、親睦を図ること。 
参加チーム 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 
参加資格 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 

参加選手は 3 年生以下とし、おのおのの団体が認める登録選手とする。 
尚、複数チーム（ 大 2 チーム）の参加を認める。 

参加費 1 チーム ￥1,000 とする 
試合運営 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会により行う。 
規則 東京都第 2 ブロック及び（財）日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
大会方式 リーグ・トーナメント大会方式。8 人制。4 人制審判。 

15 分－5 分－15 分とし、原則延長戦は行わない。 PK 戦とする。 
※上記試合時間は、参加チーム数により変更する可能性がある。 
選手登録は 25 名までとし、選手の交代は「自由な交代制」。 
ペンチスタッフは 2 名以上 3 名以内とする。 
試合球は 4 号球（空気圧 0.5）を使用する。 

表彰 優勝、準優勝、三位、敢闘賞 
その他 大会規定の詳細は別途定める。 

グランドの整備及び備品等の準備撤収については、定められたチームが、

原則試合開始 90 分前にグランドの準備（ライン引き等）を行い、 終試合

のチームがグランド整備、備品等の撤収を本部、運営と共に行う。 
応援は指定された応援エリアで行なうこととする。 

連絡先 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会 
運営委員長 菅谷 芳秋 



 

第 70 回 春季区民 2 年生大会要綱 

2017 年 1 月 20 日 
江戸川区サッカー連盟少年部 

運営委員会 
期間 2017 年 4 月～ 
会場 臨海球技場 
主催 江戸川区サッカー連盟 
主管 江戸川区サッカー連盟少年部 
 
目的 江戸川区内の少年少女サッカークラブの 2 年生以下によるサッカーを通し

た技術の研鑽、交流、親睦を図ること。 
参加チーム 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 
参加資格 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 

参加選手は 2 年生以下とし、おのおのの団体が認める登録選手とする。 
尚、複数チーム（ 大 2 チーム）の参加を認める。 

参加費 1 チーム ￥1,000 とする 
試合運営 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会により行う。 
規則 東京都第 2 ブロック及び（財）日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
大会方式 リーグ・トーナメント AB 大会方式。8 人制、1 人制審判。 

10 分－3 分－10 分とし、原則延長戦は行わない。 PK 戦とする。 
※上記試合時間は、参加チーム数により変更する可能性がある。 
選手登録は 25 名までとし、選手の交代は「自由な交代制」。 
ペンチスタッフは 2 名以上 3 名以内とする。 
試合球は 4 号球（空気圧 0.5）を使用する。 

表彰 優勝、準優勝、三位、四位、五位、六位（AB 各大会） 
その他 大会規定の詳細は別途定める。 

グランドの整備及び備品等の準備撤収については、定められたチームが、

原則試合開始 90 分前にグランドの準備（ライン引き等）を行い、 終試合

のチームがグランド整備、備品等の撤収を本部、運営と共に行う。 
応援は指定された応援エリアで行なうこととする。 

連絡先 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会 
運営委員長 菅谷 芳秋 

 
  



 

2017 EDOGAWA 4 年生リーグ（E4 リーグ）要綱 

2017 年 1 月 20 日 
江戸川区サッカー連盟少年部 

運営委員会 
期間 2017 年 4 月～2018 年 3 月  
会場 篠崎グラウンド、臨海球技場、なぎさグラウンド、その他学校校庭など 
主催 江戸川区サッカー連盟 
主管 江戸川区サッカー連盟少年部 
 
目的 江戸川区内の少年少女サッカークラブの 4 年生以下によるサッカーを通し

た技術の研鑽、交流、親睦を図ること。 
また、選手及び審判員の育成をテーマとする。 

参加チーム 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 
参加資格 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チーム。 

参加選手は 4 年生以下とし、おのおのの団体が認める登録選手とする。 
参加費 1 チーム ￥5,000 とする 
試合運営 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チームにより行う。 
規則 東京都第 2 ブロック及び（財）日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
大会方式 3 グループ総当りリーグ戦方式。8 人制、4 人制審判。 

20 分－5 分－20 分とする。 
1 日を通しての選手登録は 25 名までとし（他の日程においての選手の入替

は可能）、選手の交代は「自由な交代制」。 
ペンチスタッフは 2 名以上 3 名以内とする。 
試合球は 4 号球（空気圧 0.5）を使用する。 

表彰 育成リーグのため表彰は行わない 
その他 大会規定の詳細は別途定める。 

グランドの整備及び備品等の準備撤収については、定められたチームが、

原則試合開始 90 分前にグランドの準備（ライン引き等）を行い、 終試合

のチームがグランド整備、備品等の撤収を本部、運営と共に行う。 
応援は指定された応援エリアで行なうこととする。 

連絡先 江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会 
運営委員長 菅谷 芳秋 

 
  



 

2017 EDOGAWA MOTHERS CUP（高木ひでたか杯）要綱 
2017 年 5 月 25 日改定 
江戸川区サッカー連盟 

女子部・少年部運営委員会 
期間 2017 年 6 月 11 日  
会場 臨海球技場 
主催 江戸川区サッカー連盟 
主管 江戸川区サッカー連盟少年部 
 
目的 江戸川区内の少年少女サッカークラブを母体とする母親のチームによるサ

ッカー大会。サッカーの普及、健康促進、親睦を目的とする。 
参加チーム 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チームを母体とした母親のチーム。 
参加資格 出場選手の資格は、少年部加盟チームに子どもが在籍しているか過去に在

籍していた母親であること（少年サッカーのよきサポーターを育成するこ

とも目的の１つとする） 
過去になでしこリーグ等に所属した選手、現在女子選手として日本サッカ

ー協会に登録している選手は出場できない（大会目的が普及であり、親睦

やサッカーへの理解を深めることを求めている） 
参加費 1 チーム ￥5,000 とする 
試合運営 江戸川区サッカー連盟少年部加盟チームにより行う。 
規則 東京都第 2 ブロック及び（財）日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
大会方式 予選リーグ・順位トーナメント方式。 

選手の交代は「自由な交代制」。 
ペンチスタッフは 2 名以上 3 名以内とする。 
試合球は 4 号球（空気圧 0.8）を使用する。 

表彰 優勝、準優勝、第三位、敢闘賞 
その他 大会規定の詳細は別途定める。 

グランドの整備及び備品等の準備撤収については、定められたチームが、

原則試合開始 60 分前にグランドの準備（ライン引き等）を行い、最終試合

のチームがグランド整備、備品等の撤収を本部、運営と共に行う。 
応援は指定された応援エリアで行なうこととする。 

連絡先 江戸川区サッカー連盟女子部 
女子部副部長 石澤 昌二 
江戸川区サッカー連盟少年部 運営委員会 
運営委員長 菅谷 芳秋 

 


