2018/12/01

２０１９年度 ＪＦＡ第 7 回全日本Ｏ-４０サッカー大会
東京都 1 次・2 次予選会
１.開催目的

実施要項

全国大会を目的とした JFA 第 7 回全日本 O-40 サッカー大会関東予選会の参加資格をかけた
東京都決勝大会出場チームを選出すると共に、生涯サッカーを志す同好の仲間づくりを推進する
機会とする。

２.主催

(公財)東京都サッカー協会

３.主管

東京都シニアサッカー連盟

４.後援

東京都 (申請中)

５.協賛

(株)モルテン、ミズノ(株)、キリンビール(株)、(株)ソルパック
四十雀クラブ東京、コウフ・フィールド（株）、(株)リーガロイヤルホテル

６.大会期日

２０１９年 ２／３、９、１６、１７、２４
３／２、３、９、１０、１６、２１、３０

７.大会会場

（予定）

駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場、補助競技場、清瀬市内山サッカー場、
赤羽スポーツの森公園競技場、府中の森公園サッカー場、代々木公園サッカー場、その他

８.参加資格

ａ．JFAのシニアチーム登録・シニア選手登録をしたチームで、(公財)東京都サッカー協会
シニア連盟に加盟し､他地域予選に参加の無い選手によって構成されるチーム
ｂ. 1980年4月1日以前に生まれ2019年4月1日で満年齢39歳以上の日本在住者
ｃ．Over50･Over60の重複出場はできない。
ｄ．一種とのクラブ申請はシニア登録から社会人のクラブ申請とする。

９.参加申込

a. 参加意思確認書を郵送
2018 年 12 月 20 日まで（加盟スケジュール①参照）
b. 加盟費・開幕式参加費・JFA 全日本 O-40 サッカー大会東京都予選会参加費の振込み
2018 年 12 月 27 日まで（加盟スケジュール②⑤参照）
c. 2019 年度登録予定の【選手登録表】を郵送とメール送信
2019 年 1 月 10 日まで（加盟スケジュール③参照）登録証の代替とする
d. チーム登録費＆選手登録費振込み
2019 年 1 月 24 日まで（加盟スケジュール④参照）

10.選出方法

1 次予選会 3 チームの各ブロックリーグ戦に分け 1 位通過チーム選出。
2 次予選会進出決定戦ノックアウト方式にて、特例シードチーム含む 10 チームを選出。
2 次予選会既定シード 2 チーム、特例シードチーム含む 12 チームの 4 ブロックリーグ戦から
１位通過、決勝大会に出場する 4 チームを選出。(参加チーム数、日程により変更の可能性あり）

（公財）東京都サッカー協会

シニアサッカー連盟
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11.競技方法

ａ．試合時間は 50 分(25 分)とし、ハーフタイムのインターバルは 5 分間とする。
ｂ．1 次予選会・2 次予選会リーグ戦の順位決定は、
１.勝ち点 ２.得失差 ３.総得点 ４.直接対決 ５.抽選
ｃ．2 次予選会進出決定戦ノックアウト方式にて勝敗が決定しない場合はＰＫ戦にて決定する。
ｄ．主審は主催者側にて行うが、副審については各チームが責任をもって、

審判資格を有するものを選出する。【審判服は必ず着用する】
e. 試合球はモルテン社製ヴァンタッジオ 5000/F5V5000 とする。

（全国大会使用球）
12.競技規則

ａ．最新の(公財)日本サッカー協会競技規則に準ずる。
ｂ．当日の登録は最大 25 名までとする。（最新のメンバー表持参提出）
選手交替は全国大会規則に準じる。（選手交替用紙廃止の為本部にて口頭申告必須）
選手登録は1次・2次・決勝大会を通し追加は出来ない。
ｃ．本大会で退場を命じられた選手は次の一試合に出場できず、
以後の処分については本大会規律委員会で決定する。
ｄ．警告・退場の処置は連盟規程に準ずる。

13.参加費

1 次予選会￥３０，０００は 2018 年 12 月 27 日までに振込む（加盟ｽｹｼﾞｭｰﾙ②参照）
2 次予選会進出決定戦￥１０,０００は大会日程が決定次第締切日・支払方法通知設定
2 次予選会￥３０，０００予定は大会日程が決定次第締切日・支払方法通知設定
1 次・2 次予選とも使用会場によっては追加課金徴収があるものとする。

14.ユニフォーム

正・副２着を用意し参加申込書に記入し携行する。
(黒・紺色シャツ、パンツ・ソックスのセットは禁止)その他はJFAユニフォーム規定に準ずる。

15.特記事項

2018年度TCL-1成績上位2チーム（下記チーム）はシード権を得る。
（C.A.REAL.TOKYO.De.Cuarenta・FC青山オーバー・フォーティー）
尚、大会参加数により特例シードとして
2018 年度東京都代表チーム、2018 年度 TCL-1 成績 3 位以下のチーム順で適用とする。

16.事故の処置

大会中の事故については当該チームの責任において全て処置する。
各チームで必ず傷害保険等に加入すること。

17.その他
18.連絡先

大会要項に規定されていない事項については規律委員会にて協議の上決定する。
（公財）東京都サッカー協会
シニアサッカー連盟 ０９０－１１１９－５６３７ 事務局（本間）

（公財）東京都サッカー協会

シニアサッカー連盟
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２０１９年度 ＪＦＡ第 7 回全日本Ｏ-４０サッカー大会
東京都決勝大会
１.開催目的

実施要項

この大会において優勝チームは
JFA 第 7 回全日本 O-40 サッカー大会の関東予選会に東京都代表として出場する
権利と義務を有する。
第 4 回新春企画大会のチャンピオンシップ大会への出場権が与えられる。
第 6 回東アジアシニアサッカー大会（韓国開催）に出場する権利と義務を有する。

２.主催･主管

(公財)東京都サッカー協会

３.主管

東京都シニアサッカー連盟

４.後援

東京都（申請中）

５.協賛

(株)モルテン、ミズノ(株)、キリンビール(株)、(株)ソルパック
四十雀クラブ東京、コウフ・フィールド（株）、(株)リーガロイヤルホテル

６.大会期日

２０１９年 ３月ＸＸ日ｏｒ４月ＸＸ日

７.大会会場

味の素フィールド西が丘サッカー場（予定）

８.参加資格

本大会を勝ち抜いた上位 4 チームで既に提出登録されている他地域予選に参加の無い選手で
2 月中旬以降【KICKOFF】Web にて選手登録、チーム登録が完了している者。
（参加チーム数、日程により上位チーム数の変更の可能性あり）

９.登録証

各チームの登録選手は、原則（公財）日本サッカー協会発行の登録証を持参提出する。
登録証とは、2 月中旬以降【KICKOFF】Web 上から出力した登録選手一覧を印刷した
ものを示す。但し顔写真添付により、本人確認ができるものとする。

10.選出方法

本大会を勝ち抜いた上位 4 チームのノックアウト方式により東京都代表チームを決定する。
（参加チーム数、日程により上位チーム数の変更の可能性あり）

11.競技方法

a. 試合時間は 50 分(25 分)とし、ハーフタイムのインターバルは 5 分間とする。
b. 試合時間内で勝敗が決定しない場合は 10 分間（5 分ハーフ）の延長戦を行い、
それ以後も勝敗が決定しない場合にはＰＫ方式にて決定する。
c. 審判(主審・副審)は主催者側にて行う。
d. 試合球はモルテン社製ヴァンタッジオ 5000/F5V5000 とする。
（全国大会使用球）

（公財）東京都サッカー協会
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12.競技規則 ａ. 最新の(公財)日本サッカー協会競技規則に準ずる。
ｂ. 当日の登録は最大 25 名までとする。（最新のメンバー表持参提出）
選手交替は全国大会規則に準ずる。（選手交替用紙廃止の為本部にて口頭申告必須）
選手登録は 1 次・2 次・決勝大会を通し追加は出来ない。
ｃ．本大会で退場を命じられた選手は次の一試合に出場できず、
以後の処分については本大会規律委員会で決定する。
ｄ．警告・退場の処置は連盟規程に準ずる。
13.参加費

決勝大会参加費￥6０，０００は 2019 年 3 月 XX 日までに下記口座に振込む

大会日程が決定次第締切日・支払方法通知設定
財団法人東京都サッカー協会 シニア連盟
ゆうちょ銀行【店名】００八（ゼロゼロハチ）
【店番］008 【預金種目】普通 【口座番号】６８１０６９８

準決勝敗退2チームには参加費の返金があるものとする。
14.ユニフォーム

正・副２着を用意し参加申込書に記入し携行する。
(黒・紺色シャツ、パンツ・ソックスのセットは禁止)その他はJFAユニフォーム規定に準ずる。

15.特記事項

優勝・準優勝チームは藤枝交流東京大会の参加の権利と義務を有する。
（なお、上記チームからの移譲チームは同 3 位 2 チームとし常任委員会にて抽選とする。）

16.事故の処置

大会中の事故については当該チームの責任において全て処置する。
各チームで必ず傷害保険等に加入すること

17.注意事項

味の素フィールド西ケ丘サッカー場の試合観戦は必ずスタンドで行うこと、
ピッチ〈芝生の上〉外側での観戦は禁止する。チーム代表は選手全員に周知徹底をする。
決勝大会運営細則厳守のこと。

18.その他
19.連絡先

大会要項に規定されていない事項については規律委員会にて協議の上決定する。
（公財）東京都サッカー協会
シニアサッカー連盟

（公財）東京都サッカー協会

０９０－１１１９－５６３７

シニアサッカー連盟

事務局（本間）
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