
 
 

PUMA CUP 2014	 第 19回全日本フットサル選手権新潟県大会	 実施要項 
 

Ⅰ	 全体要項 

 

1．大会名称 PUMA CUP 2014	 第 19回全日本フットサル選手権新潟県大会 

2．主	 	 催 一般社団法人	 新潟県サッカー協会 

3．主	 	 管 新潟県サッカー協会フットサル連盟 

4．特別協賛 PUMA® 

5．協	 	 力 未定 

6．大会日程 (1) 予選ラウンド 

  	 2013年 11月 17日（日）、23日（祝・土）、24日（日）／新潟市体育館 

  	 注）今年は会場の都合で地区予選という形は取らず全県で予選を実施する。 

注）参加チーム数によっては上記日程を変更することがある。 

  (2) 決勝ラウンド 

  	 リーグ戦 ：2013年 12月 8日（日） ／新潟市体育館、上越市総合体育館 

  	 準々決勝 ：2013年 12月 15日（日） ／阿賀野市安田体育館 

  	 準決・決勝戦 ：2013年 12月 22日（日）／新潟市体育館 

7．参加資格 (1) 2013年度公益財団法人日本サッカー協会（以後、JFAと呼ぶ）フットサル個人登録を

完了した 16歳以上の選手であること。但し、高等学校在学中の選手にはこの年齢制限を

適用しない。	 

	 (2) 第 1項の選手により構成され、2013年度 JFAフットサル大会登録を行ったチームで

あること。 

 (3) 参加を申し込むチームには 20 歳以上の代表者がおり、チームに関わる全ての責任を

負うこと。 

 (4) 第 2項に定めるチームには、1チーム当たり 4名までの外国籍選手ならびに新潟県外

在住選手の登録を認める。但し、当該外国籍選手は IFTC（国際フットサル移籍証明書）

により移籍が完了し、入出国管理および難民認定法に定める在留資格を取得し、継続的

に日本に居住しているものとする。なお、外国籍選手ならびに新潟県外在住選手はピッ

チ上に 2名を越えて同時にプレーすることはできない。 

 (5) 女性の登録・出場を認める。 

 (6) 参加チームは、参加申し込みを行い大会本部より参加を承認されたチームとする。 

 (7) 参加チームには JFA公認フットサル審判員が 1名以上おり、帯同審判員として割り当

てられた試合の審判ができること。 

 (8) 優勝チームは北信越大会に出場し、更に北信越大会優勝の場合には全国大会への出場

の権利と義務を有する。従って、参加チームはこれらの大会に参加が可能であること。 



8．競技形式 (1) ラウンド毎に定める。 

9．競技規則 (1) 特に定められた項目以外は大会実施年度の JFAフットサル競技規則による。 

 (2) 各試合においては各ラウンドにエントリーされた選手 20名の中から 14名が出場でき

る（交代要員 9名）。また、ベンチ入りできる役員は監督を含めて 4名までとする。 

 (3) 競技者の用具 

 	 ①シューズ：靴底は接地面が飴色もしくは白色のフットサル用シューズのみ使用可能

とする。ノンマーキング表示があっても他の色に着色されたものは使用できない。スパ

イクシューズや屋外兼用のシューズも使用できない。いずれの場合においても、施設管

理者から使用を認められない用具による参加は認めない。 

 	 ②すね当て：着用のこと 

 (4) 大会中に警告を 2度受けた選手は、次の試合に出場できない。 

 (5) 大会中に退場を命じられた選手は、次の 1試合を出場停止としそれ以降の処置につい

ては大会実行委員会にて決定する。 

 (6) 参加資格に違反するなど、なんらかの不都合な行為のあった場合は、当該チームの出

場を停止し没収試合とする。この場合リーグ戦においては当該チームの勝ち点は-3 点と

し、相手チームは 3 点を与える。得点・失点についてはラウンド毎に定める。トーナメ

ント戦においては相手チームの不戦勝とする。当該チームの処分については大会実行委

員会で決定する。 

10．参加申込 (1) 参加を希望するチームは「参加申込書」、ならびに「フットサル大会登録票」を 2013

年 10月 31日（木）必着で大会事務局※へ郵送、もしくは E-Mailにて送信すること。 

	  (2)「フットサル大会登録票」を提出する時点で選手の F登録番号が不明の場合（申請中）、

記入欄は空欄とし、選手証が届いて番号が判明したら空欄を埋めて大会当日に再度提出

すること。 

 (3)「予選ラウンド選手エントリー票」は必要事項を記入して 2013年 11月 8日（金）必

着で大会事務局※へ郵送、もしくは E-Mailにて送信するか、2013年 11月 9日（土）の

代表者会議に持参すること。 

(4) 予選ラウンド免除のチームは「参加申込書」および「フットサル大会登録票」を締切

日までに提出すること。 

 (5) 大会登録には 20 名以上の選手を登録することが可能であるが、各ラウンドにエント

リーできる選手は 大 20名である。役員の登録は監督を含めて 6名である。 

 (6) 決勝ラウンドに出場するチームは「決勝ラウンド選手エントリー票」を 2013年 11月

30日（土）必着で大会事務局へ郵送、もしくは E-Mailにて送信すること。決勝ラウンド

にエントリーできる選手は当初「フットサル大会登録票」で登録された選手、および決

勝ラウンドに際して「フットサル大会選手変更届け」により新たに追加登録された選手

（ 大 3名）の中から 20名である。 

 (7) 選手エントリー票締め切り後のエントリー変更は認めない。 

 (8) 参加を申し込んだチームは参加費を納入すること。（11．参加費を参照） 

 (9) 参加を申し込んだチームが参加を辞退すること、ならびに決勝ラウンド進出チームが

決勝ラウンドを辞退することは認めない。 

 



 ※大会事務局 

 	 〒950-0121	 新潟市江南区亀田向陽 3-7-6 

 	 高野	 晋一	 	 気付 

 	 PUMA CUP 2014	 新潟県大会事務局 

 	 TEL：０９０－６４５０－６３７６（平日の日中はご遠慮下さい） 

FAX：０２５－３８２－８２２０ 

 	 E-Mail：pumacup_niigata@yahoo.co.jp 

 

11．参加費 (1) 予選ラウンド	 14,000円（大会登録費	 4,000円含む） 

 大会参加を申し込み予選ラウンドに出場するチームは 2013年 10月 31日（木）までに下

記振り込み先※※へ納金すること。ただし新潟県フットサル連盟に加盟しているチーム

の参加費は 12,000円とし、準加盟のチームは 13,000円とする。 

なお振り込みの際には必ずチーム名で振り込むこと。締切日までに納金が無い場合には

参加を無効とすることがある。 

 (2) 決勝ラウンド	 20,000円 

 決勝ラウンド進出チームは 2013年 11月 30日（土）までに下記振り込み先※※へ納金す

ること。なお予選免除のチームは上記参加費に大会登録費 4,000円を加えて納金すること。 

 ※※参加費振り込み先（振込手数料はチームで負担して下さい） 

 	 銀行名	 	 第四銀行	 大形支店 

 	 口座番号	 １４１３２８６ 

 	 口座名義	 全日本フットサル選手権	 新潟県大会実行委員会	 高野晋一 

12．ユニフォーム (1) ユニフォームに関しては原則として JFAの「ユニフォーム規定」に則す。 

 (2) ユニフォームはフィールドプレーヤー、ゴールキーパーともに選手エントリー票に記

載された色のシャツ、パンツ、ソックスを着用すること。	 

	 (3) ユニフォームは完全に異なる色の 2通りを用意し、一方を正、他方を副としてフット

サル大会登録票、および各ラウンドのエントリー票に記載すること。但し、予選ラウン

ドは 1通りのみで可とする。	 

	 (4) ゴールキーパーのユニフォームはシャツ、パンツ、ソックスいずれもがフィールドプ

レーヤーとは全く異なる色の組み合わせのものを用意すること。	 

	 (5) シャツの色彩は審判が通常着用する黒色と明確に判別しうるものでなければならな

い。	 

	 (6) 選手番号については 1～99までの整数とし、選手エントリー票に記載された背番号を

用いること（「フットサル大会登録票」に記載された番号と異なっても良い）。県大会の

それぞれのラウンドにおいて、一旦エントリーされた背番号の変更は認めない。	 

	 (7) フィールドプレーヤーをゴールキーパーに替えてパワープレーを行う場合には、シャ

ツのみゴールキーパー用のユニフォームを着用すること。この場合においても選手固有

の背番号を使用するものとする	 

	 (8) ユニフォームの広告表示については、JFA の「ユニフォーム規定」に基づき、承認を

得た場合のみこれを認める。	 

	 	 (9) ユニフォームの下に着用するアンダーシャツはユニフォームのシャツの袖の主たる



色と同色のもの、スパッツ、タイツはユニフォームのパンツの主たる色と同色のものの

み許可する。アンダーシャツ、スパッツおよびタイツはそれぞれチーム内で色合いを統

一すること。	 

13．決勝ラウンド進出チーム	 

	 (1) 前回優勝チーム、および北信越フットサルリーグ参加チームは予選を免除して決勝ラ

ウンドからの出場とする（辞退することも可）。	 

	 (2) 決勝ラウンド進出チームは第1項に該当するチームと予選ラウンド上位のチームの合

計 12チームとする。	 

	 (3) 予選ラウンドから決勝ラウンドに進出するチーム数は代表者会議で連絡する。	 

14．表	 	 彰 (1) 優勝チームは 2014年 1月 25、26日（土、日）に石川県で予定されている北信越大会

に新潟県代表としての出場資格を与える。 

  (2) 優勝チームには賞状を授与し、大会優勝カップを 1年間保持せしめる。準優勝、3位 

  のチームには賞状を授与する。 

15．組合せ (1) 予選ラウンド並びに決勝ラウンドの予選リーグの組合わせは代表者会議にて抽選で

決定する。 

16．代表者会議 (1) 日時：11月 9日（土）、時刻未定  

 (2) 会場：未定 

 (3) 予選ラウンド、及び決勝ラウンドを含めた全体の代表者会議とし、チームの代表者も

しくはそれに代わる役員が必ず出席すること。 

 (4) 代表者会議には登録選手全員のフットサル選手証、或いはweb登録の際に発行される

仮選手証（インターネット決済以外の場合は別途払込証明書を添付すること）を提示す

ること。 

 (5) やむを得ず代表者会議を欠席する場合には、委任状と登録選手全員の選手証のコピー

を 2013年 11月 8日必着で大会事務局※へ郵送、もしくは E-Mailにて送信すること。 

17．その他 (1) 大会期間中はフットサル選手証（写真貼り付け）を携行し、大会本部より提出を求め

られた場合には速やかに提出すること。選手証不携帯、および本人の写真が貼り付けて

いない場合には試合に出場できないこととする。 

 (2) チームの責任において傷害保険に加入すること。 

 (3) ピッチ内での飲水は水のみとし、蓋のできる容器を使用すること。スクイーズボトル

の使用が好ましい。 

 (4) 各会場における注意事項、禁止事項を遵守すること。 

 (5) 大会当日、会場に到着したら大会本部で受付を済ませること（代表者会議で仮選手証

を提示した選手の選手証の提示、メンバー票の受け渡し、会場使用上の諸注意伝達、等）。 

 (6) メンバー票は試合毎に実施するマッチミーティングの際に大会本部へ必要枚数提出

する。マッチミーティングは前の試合のハーフタイム直後とし、使用するユニフォーム

も持参すること。この際当該試合を担当する審判員も集合し、打ち合わせを行う。なお、

第一試合のマッチミーティングについては試合開始 30分前を原則とする。 

 (7) 割り当てられた試合の審判、オフィシャル（タイムキーパー、記録員）、およびボー

ルパーソンを必ず担当すること。 

 (8) 帯同審判員が不在のチームは新潟県サッカー協会審判委員会が開催予定※※※のフ



ットサル 4級審判認定講習会に必ず 1名以上が受講すること。 

	   	 ※※※JFA web登録サイト(http://www.jfa.jp/jfatop/kickoff.html)より申し込みが可能です。 

 

 

 

◇大会までのスケジュール 

(1) 予選参加チーム 

10月 31日（木）	  参加申込書、フットサル大会登録票	 〆切 

	   	  予選ラウンド参加費(加盟:¥12,000、準加盟:¥13,000、非加盟:¥14,000)振込	 〆切 

11月 8日（金）	  予選ラウンドエントリー票の郵送、メール提出	 〆切 

11月 9日（土） 代表者会議 

	 	 	 	 	 	 	 	  予選ラウンドエントリー票	 終〆切 

11月 17日（土） 予選ラウンド	 開始（～11月 24日） 

11月 30日（土） 決勝ラウンドエントリー票の郵送、メール提出	 〆切 

	    決勝ラウンド参加費（¥20,000）振り込み	 〆切 

12月 8日（日） 決勝ラウンド予選リーグ 

12月 15日（日） 決勝トーナメント／準々決勝 

12月 22日（日） 決勝トーナメント／準決勝、決勝戦 

 

(2) 予選免除チーム 

10月 31日（木）	  参加申込書、フットサル大会登録票	 〆切 

11月 9日（土） 代表者会議 

11月 30日（土） 決勝ラウンドエントリー票の郵送、メール提出	 〆切 

	    決勝ラウンド参加費（¥24,000）振り込み	 〆切 

12月 8日（日） 決勝ラウンド予選リーグ 

12月 15日（日） 決勝トーナメント／準々決勝 

12月 22日（日） 決勝トーナメント／準決勝、決勝戦 

 

◇県大会後のスケジュール 

	 	 	 北信越大会  2014年 1月 25、26日 石川県いしかわ総合スポーツセンター 

	 	 	 全国大会  2014年 3月 7～9日 一次ラウンド（宮城県、静岡県、愛知県、大阪府） 

   2014年 3月 14～16日 決勝トーナメント（国立代々木競技場第一体育館） 


