
1．大会名 第12回北信越O-55カップサッカー大会

2．主催 一般社団法人 北信越サッカー協会

3．主管 一般社団法人 新潟県サッカー協会（シニア連盟）

4．参加対象 O-55 55歳以上 【1968年（昭和43年）4月1日までに生まれた選手】

5．日程 予選リーグ 10月8日（土） 3チーム×2グループ：6試合

順位決定戦 10月9日（日）

6．会場

住所：新潟県長岡市陽光台5丁目3　電話番号：0258-86-7386

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisetsu/sports/newtown-undo.html

7．登録 25名以内（日本サッカー協会への登録が望ましいが未登録も可）

8．競技者の用具 JFA通達（2020.3.18）の運用緩和を適用した規定【別紙のとおり】

9．試合形式 予選リーグ　→　順位決定戦 ※組合せは大会事務局にて実施済み

10．順位の決定

11．試合時間 20分ハーフ（20-5-20）

12．交代 再交代を適用する（一度退いた競技者も再び出場することができる）

13．試合球 モルテン5号軽量球（大会本部で用意）_ヴァンタッジオ 3050 軽量400ｇ（F5A3050-LR）

予選リーグ 帯同審判制（主審：3級以上/副審：4級以上）※第四審は本部

順位決定戦 本部（主審/副審/第四審）

15．メンバー表 大会参加申込書を兼ねる

16．参加料 1チーム　￥20,000円 →9月23日（金）までに振り込むこと

振込先　ゆうちょ銀行　記号11260　番号40578311

名前 ニイガタケンシニアサッカーレンメイ 　　

※他金融機関からの振込みの場合【店名】一二八【預金種目】普通預金

【口座番号】4057831

17．申込先 新潟県サッカー協会シニア連盟（北信越O-5565カップサッカー大会担当）明間

Eメール 携帯電話 090-7268-8539

→9月23日（金）までに「参加申込」をメール送付すること

18．参加チーム 所在地 責任者

長野県

富山県

石川県

福井県

新潟県1

新潟県2

19.備考 宿泊場所とお弁当については各チームで手配すること

新潟四十雀

M・sea新潟

senior_1963@yahoo.co.jp

第12回北信越O-55カップサッカー大会要項

チーム名

長岡ニュータウン運動公園(Aコート及びBコート）

グループ1位同士/2位同士/3位同士：3試合

・予選リーグでの順位決定方法は ①勝点（勝利3点・引分1点・敗戦0点）

・順位決定戦で前後半を終了して決しない場合はPK方式により決定する

　②得失点差　③総得点　④当該チームの対戦結果　⑤コイントス の順による

14．審判



第12回北信越O-55カップサッカー大会  ｉｎ新潟

第10回北信越O-65カップサッカー大会  ｉｎ新潟

1. 新型コロナウイルス感染症について　～感染拡大の防止にご協力をお願いします～

　オミクロン株は感染拡大の速度が非常に速いのが特徴ですが、変異株に対しても

　基本的な感染対策が有効です。ワクチン未接種の方は検討をお願いします。

　大会に参加される選手は、今一度ご自身の体調を確認いただき、発熱や倦怠感が

　あった場合は、、軽度であっても参加出場を控え、自治体の方針に従って受診や

　検査をお願いします。

　特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば重症化リスクも高まります。感染リスクの

　高い行動は控え、「マスクの着用」や「手洗い」、「三密（密接・密集・密閉）回避」、

　「換気」など基本的な感染対策を徹底してください。

　一人一人の行動が、大切な人と私たちの日常を守ることに繋がります。

　※マスクの着用については、場面に応じた「着用」と「取り外し」にご協力をお願いします。

2. 宿泊場所の手配について

　大会開催期間中は、同時期に『長岡米百俵フェス～花火と食と音楽と～2022』が

　開催される予定です。期間は10月7日（金曜）から9日（日曜）となっており

　長岡市内の宿泊場所では予約が殺到し、宿泊先の確保が困難となることや、

　市内の道路状況も大変込み合うことが予想されます。

　早め早めの行動と、時間に余裕のあるスケジュール管理をお願い申し上げます。

3. 大会プログラムについて

　試合日程や大会参加選手一覧を含む「プログラム」については、会場にて配付することはなく、

　事前のメールにてPDF版を送付いたしますので、大会に参加されるチームの代表者は

　必要部数を印刷して持参するようお願い申し上げます。

　※メンバー表も忘れずに、各チームで印刷して持参するようお願い申し上げます。

大会運営上のお願い

厚生労働省ホームページ参照



石川55 長野55 C3 C1

A1 A2 B1 B2
C5         C4  

富山55 A3 新潟55-1 福井55 B3 新潟55-2

■第1日目：10月8日(土）　長岡NT運動公園 Aコート（人工芝）

試合開始

11:00 － （四）本部

12:20 － （四）本部

13:40 － （四）本部

15:10 － （四）本部

■第1日目：10月8日(土）　長岡NT運動公園 Bコート（人工芝）

試合開始

11:00 － （四）本部

12:20 － （四）本部

13:40 － （四）本部

15:10 － （四）本部

□第2日目：10月9日(日）　長岡NT運動公園 Bコート（人工芝）

試合開始

9:00 － （四）本部

10:30 － （四）本部

12:00 － （四）本部

13:20 － （四）本部

□第2日目：10月9日(日）　長岡NT運動公園 Aコート（人工芝）

試合開始

13:20 － （四）本部

14:40 － （四）本部

◆長岡NT運動公園グラウンドレイアウト

(主・副) 石川55

(主・副) 長野55

審　　　判

(主・副) 本部

(主・副) 本部

(主・副) 　本部

(主・副) 本部

審　　　判

(主・副) 新潟55-2

(主・副) 福井55

B-3位

(主・副) 本部

65　C2

新潟65 石川65

対　　　　戦

A-3位

65　C3

55　B2

試合№

55 AB3

55 AB2

富山65 福井65

55 AB1 A-1位 B-1位

新潟55-2

A-2位 B-2位

福井55 新潟55-2

長野55

55　B3

新潟55-1

C1

試合№

55　A2 石川55

55　A3

試合№

55　B1 福井55

対　　　　戦

富山55

北信越O-55/65カップサッカー大会　全体日程表

55　A１ 富山55

石川65

対　　　　戦

65リーグ

石川

(主・副) 新潟55-1

長野65

　富山 　C2　 福井

(主・副) 　本部

長野新潟    

(主・副) 富山55

審　　　判

55　Aグループ 55　Bグループ

石川55

65　C１

新潟55-1

(主・副) 本部65　C5

試合№ 対　　　　戦

65　C4 福井65 長野65 (主・副) 本部

審　　　判

新潟65 富山65

Ｂ Ａ



■日程 10月8日（土）～9日（日）

■会場 新潟県長岡市 / 長岡ニュータウン運動公園

■組合せ（予選リーグ）：10月8日（土）　長岡ニュータウン運動公園A・Bコート

Aグループ

順位 勝点 得点 失点
得失
点差

A1 A2

A1 A3

A2 A3

Bグループ

順位 勝点 得点 失点
得失
点差

B1 B2

B1 B3

B2 B3

■順位決定戦：10月9日（日）　長岡ニュータウン運動公園Bコート

5-6位決定戦 AB3 ×

3-4位決定戦 AB2 ×

1-2位決定戦 AB1 ×

■順位

第12回北信越O-55カップサッカー大会

チーム名 県名 石川 富山 新潟1

石川県

新潟県1

富山県

新潟四十雀

長野県

チーム名 県名 長野 福井 新潟2

福井県

新潟県2M・sea新潟

Aグループ3位 Bグループ3位

Aグループ2位 Bグループ2位

Aグループ1位 Bグループ1位

準優勝

第3位

（対戦）（試合番号）

第6位

第4位

第5位

順位 チーム名 県名

優　勝



■試合開始時刻及び審判員割振り表

× 主審 副審 四審

× 主審 副審 四審

期日
/会場

試合番号 開始時刻
対　　戦

（H） （A）

10月8日
（土）
Aコート

A1 11:00 （富山県） ×

A3 15:10 （富山県） ×

本部

A2 13:40 （石川県） ×
新潟四十雀
（新潟県1）

本部

（石川県）
新潟四十雀
（新潟県1）

（富山県）

10月8日
（土）
Bコート

B1 11:00 （福井県） ×

B2 13:40 （長野県） ×

15:10 （福井県） ×

M・sea新潟
（新潟県2）

M・sea新潟
（新潟県2）

（石川県）

M・sea新潟
（新潟県2）

（福井県）

（長野県）

10月9日
（日）
Bコート

AB3 9:00 Aグループ3位 ×

AB1 13:20 Aグループ1位 ×

AB2 10:30 Aグループ2位 × Bグループ2位

Bグループ1位

Bグループ3位

本　　部

本　　部

本　　部

第12回北信越O-55カップサッカー大会

期日
/会場

試合番号開始時刻
対戦 審判

（H） （A）

審　判

本部

B3 本部

新潟四十雀
（新潟県1）

本部

本部（長野県）



1. ユニフォーム

・ 試合会場には、1着以上のユニフォーム（シャツ、ショーツ及びソックス）を持参し、着用しなければ

ならない。ただし、正と副の異なる2着の持参が望ましい。

・ ユニフォームのうちシャツの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得るもので

なければならない。

・ ユニフォームのデザイン、ロゴ、メーカー等が異なっていても、主たる色が同系色であれば着用

することができる。ただし、ビブス等の着用は不可とする。

・ ゴールキーパーのユニフォームについて、ショーツ、ソックスはフィールドプレーヤーと同系色でも

良いものとする。

・ 両チームのユニフォームについては、対戦チーム責任者にて試合前までに決定する。

・ シャツの前面・背面には、メンバー表に記載した選手番号を付けること。ショーツの選手番号に

ついては任意とする。

・ その他の項目については、日本サッカー協会のユニフォーム規程（2017.4.13改正）に基づいた

ユニフォームを使用しなければならない。

2. その他

・ ソックスの上にテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、

ソックスと同色でなくても良い。

・ アンダーシャツの色は問わない。但し、チーム内で同色のものを着用する。

・ アンダーショーツ及びタイツの色は問わない。但し、チーム内で同色のものを着用する。

第12回北信越O-55カップサッカー大会  ｉｎ新潟

第10回北信越O-65カップサッカー大会  ｉｎ新潟

【競技者の用具について】　



1. 大会要項及び競技規則など

・ 最新の日本サッカー協会競技規則を準用し、選手交代は再交代を適用する。

・ 予選リーグでの順位決定方法は、①勝点（勝利3点/引分1点/敗戦0点）②得失点差

③総得点④当該チームの対戦結果⑤コイントスの順に従う。

・ 順位決定戦において、前後半を終了して決しない場合は、PK方式により決定する。

2. 競技上の注意

・ 参加チームへのお願い

　本大会では、「ショルダーチャージ・スライディングタックルの禁止」について、大会要項では

　規定してないが、特にO-65では、年齢に応じて怪我に繋がるようなプレーを行わないよう

　また、相手チームや、審判員及び自身のチームへのリスペクトの精神を理解した上で

　大会に参加していただくことを切にお願いする。

・ ベンチについて

　対戦表の左に記載されているチームをホームとし、ピッチ上本部からフィールドに

　向かって、左側のベンチとする。（サブメンバーは、原則ビブス等を着用すること）

・ メンバー表の提出について

　試合開始20分前に、本部に2部提出すること。（用紙は各チームで用意すること）

・ メンバーチェックについて

　試合開始5分前に選手の用具等をチェックを行う。

・ 交代して退く競技者について

　主審の承認を得て、（速やかに）競技者は境界線の最も近い地点から出ること。

・ 警告及び退場について

　本大会期間中に警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場できない。

　本大会において退場を命じられた選手は、自動的に次の1試合に出場できず

　同じ試合の中で、2回目の警告を受けた場合も同様である。

・ アディショナルタイムについて

　表示板にて第四審判が表示する。

・ ピッチ内練習について

　ピッチ内練習は、試合開始20分前より10分間とする。

・ アップ会場について

　ゴール裏でのアップを認める。（但し、ビブス等を着用すること）

　第一日目のみ雨天等の場合、屋根付多目的コートの一部を認める。（但し、スパイクは不可）

　第二日目については、別途指示する。

3. 運営上の注意

・ 選手等の荷物置き場は、次のとおりとする。

【10月8日（土）】

　屋根付き多目的コートの一部（2/3）・・・参加全チーム

【10月9日（日）】

　晴天時の場合、屋根付き多目的コートの一部（2/3）・・・参加全チーム

　雨天時の場合は別途指示する。

・ シャワー室の使用は可能とする。（無料/石鹸等の使用は禁止）　※密にならないように！

・ ピッチ内での飲料水は水のみとする。

・ 喫煙については、サッカー場内禁煙とする。（指定喫煙所あり）

第12回北信越O-55カップサッカー大会  ｉｎ新潟

【注意事項】　

第10回北信越O-65カップサッカー大会  ｉｎ新潟


