
令和 2年度 新宿区民総合体育大会 

サッカー競技 実施要項 
 主 催  新宿区、新宿区教育委員会 

 公益財団法人新宿未来創造財団 

 一般社団法人新宿区体育協会 

 主 管  新宿区サッカー協会 

1 日 程 令和 2年 10月 27日(火)～11月 29日(日) 

 平日 18時 30分～21時 30分、19時 00分～21時 30分        

2 会 場 西早稲田中学校グラウンド、落合中央公園 

3 競技規則 競技方法に定められた以外は、(財)日本サッカー協会競技規則 2019/2020に準ずる。 

4 競技方法 (1)各部トーナメント方式とし、優勝、3位決定戦を行う。 

 (2)試合は 50分ゲームとする。同点の場合は抽選により勝利チームを決定する。 

3位決定戦は 60分ゲーム、同点時は PK戦。決勝戦は 60分ゲーム、同点時は 10分ハーフの延

長戦。なおも同点の場合は PK戦を行う。 

 (3)選手登録人数は何人でも可とする。交代は前半 3回･後半 3回、ハーフタイムは制限なく交代 

 できる。ただし交代選手は再び試合には出られない。 

 (4)組合せは、申し込み日締め切り後に連盟での責任抽選会を行う。 

        抽選結果は後日、HPにてお知らせいたします。 

 (5)退場者は次の 1試合を出場停止とし、以後の処置については運営委員会で裁定する。 

 (6)試合は、各チーム 6名以上で始められるが後半開始時に 7名いなければ不成立とする。 

5 参加資格 体調を十分に管理されて健康であることが各自必須条件で、次のいずれかに該当する 

 (1)新宿区内在住･在勤の、令和 2年 4月 1日現在 15歳以上の男性で構成されたチーム 

 (2)新宿区サッカー協会登録チーム 

6 参 加 料 1チーム 2,000円 及び 協会経費 3,000円の合計 5,000円。振込締切は 10月 7日(水)です 

 振込先 みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金 2511136新宿区社会人サッカ－連盟宛  

 参加取消しの場合は、申込み期間内に限り返金しますが、それ以降の対応はいたしません。 

7 募 集 数 60チーム ※先着順。(募集数を超えた申込みの場合は先着でキャンセル待ちとなる) 

8 申込方法 9月 23日(水)～10月 3日(土)までに、所定申込書に必要事項を記入して締め切日必着。   

宛先 郵便番号 160-0022 新宿区新宿 6-18-15 石山克彦 

 ※財団では参加申込書・参加料・協会経費を受け付けいたしません。 

9 代表者会議 今年は代表者会議を行いません 

10 そ の 他 (1)大会運営は新宿区サッカー協会(社会人サッカー連盟)が行います。 

 各チームは大会役員の指示に従い大会の運営にご協力ください。 

        今大会は試合前に体調チェックリスト・スポ－ツ来場者カードの記入を実施していただきます。 

 (2)競技中の事故については、協会は責任を負いません応急処置のみ行います。 

 万一の事故の発生に備えて、スポーツ安全保険等の傷害保険に必ずご加入ください。 

 (3)大会中の主審は、連盟登録審判員が行います。副審・本部係員・ボール拾いについては指定 

 されたチームが行いますので必ずご協力ください。 

 (事情により組み合わせ抽選後の辞退の場合も、3名は必ずご協力ください。) 

 (4)着替えについては、体育館内の更衣室や体育館入り口付近では着替えないで下さい。  

グランドから階段を上がったスタンド応援席（明治通り側）にてお願い致します。試合後の 

体育館内の更衣室、シャワー室の使用はご不便をおかけしますが使用禁止とさせて頂きます。 

原則として屋内施設（室内トイレ）への立ち入りは禁止とさせていただきます。 

 (5)ユニフォームは統一のものとし、眼鏡の使用は禁止、スネ当ては着用してください。 

 (6)シューズは、すべてのグランドで固定式スパイクは可能です。 

 (7)ゴミ・マスク等、ご自分で持ち込んだものは必ずはお持ち帰りください。応援者の方にも 

ご理解をお願いいたします。 

 (8)バイクでの来校は禁止です。 

 (9)雨天時は午後 4時以降に協会ホームページ(http://www.shinjuku-fa.com/)で確認ください。 

 (10)会場内でビデオ・カメラ等による撮影を希望する場合は、事前に主管団体の許可を得てくだ 

 さい。競技主管団体もしくは主催者が撮影内容を確認させて頂く場合もございます。 

      （11）試合会場においでの応援者の皆様にもスポ－ツ来場者カ－ドの記入をお願い致します。 

      （12）試合会場ではマスク着用・応援の声・隣の方との距離感などエチケットを遵守して下さい。 

http://www.shinjuku-fa.com/


       

 

 

 

11 最後に 

       新宿区は新型コロナウイルス感染症の再拡大の真っただ中におります。 

      区民大会の主会場である新宿区西早稲田中におきましては夜間開放に向けて現在準備を進めて 

おりますが今後の様々な状況によっては区の判断によりグランドをお借りすることができない 

かもしれません。区民大会を参加希望されている各チ－ムの皆様には連盟として区民大会申し 

込み時、申し込み後、あるいは大会開催中でも皆様の健康面、安全、安心を第一に考えて大会 

運営に努めてまいりたいと思います。その為に今後は突然の大会中止、運営の方式にも変更が 

生じるかも知れませんが、ご理解をお願い致します。なお、大会中止などになった場合は後日 

参加料の取り扱いについてはご連絡致します。 

 

 

【競技・申し込みに関するお問合せ】新宿区サッカー協会 社会人連盟 石山 ℡ 080-1980-7501 

【区民総合体育大会に関するお問合せ】公益財団法人新宿未来創造財団  スポーツ・マラソン課 ℡3232-7701    

 

 

 



 

令和元年度区民総合体育大会 サッカー競技申込書
★自宅が区外の場合は記入のこと

№ 氏 名 生 年 月 日 住 所 （ 自 宅 ）
勤務先名・電話番号

住　　所

昭 　　・   　・ 名称　 　　　　  　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

氏名 昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

住所 〒 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・

平　　　　　　　歳 新宿区

℡ 昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

（　　　　　） 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

勤務先 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

緊急連絡先 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

(    　　　　　） 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

シャツ 平　　　　　　　歳 新宿区

① 昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

パンツ 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

ソックス 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

シャツ 平　　　　　　　歳 新宿区

② 昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

パンツ 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

ソックス 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

登録人数 平　　　　　　　歳 新宿区

昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

　　　　　名 昭 　　・   　・ 名称　　   　　　　　　℡

平　　　　　　　歳 新宿区

◆　記載された選手の『生年月日・年齢』と『住所』は、選手チェックの際に使用しますので、正確に記入してください◆

（必要事項を記入のうえ、公益財団法人新宿未来創造財団にお持ちください）

チーム名

ユニフォーム

監督名

申込責任者


