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郡山カップ 

第 17 回福島県フットサル選手権大会 小学生の部 募集要項 

TeamHub Entry （予備エントリーシステムアプリ） 

 

【大会名】 

郡山カップ 第 17 回福島県フットサル選手権大会 小学生の部 

【大会趣旨】 

気軽に少人数でも楽しめるスポーツとして子供から大人まで幅広く人気のあるフットサルを通じて、健康増進、参加者

同士の交流、地域振興に寄与することを目的とします。 

【主催】 

郡山カップフットサル実行委員会 

（郡山市 郡山市教育委員会 一般財団法人福島県サッカー協会 郡山サッカー協会 福島民友新聞社） 

【後援】 

福島県 郡山市体育協会 読売新聞東京本社福島支局 福島中央テレビ ふくしまＦＭ 

【特別協賛】 

ゼビオグループ 

【協力】 

福島県フットサル連盟 

【参加資格】 

（１）フットサルチームの場合 

① 一般財団法人福島県サッカー協会（以下、「福島 FA」とする。）を通じて、公益財団法人日本サッカー 

協会（以下、「JFA」とする。）へ、「フットサル 4 種」の種別で加盟登録した単独チームであること。  

一つの加盟登録チームから、複数のチームで参加できる。 

② 第 1 項のチームに所属する 2010 年 4 月 2 日以降に生まれた選手であること。  

男女の性別は問わない。 

（２）サッカーチームの場合 

① 福島 FA を通じて JFA へ「4 種」で加盟登録した単独チームであること。  

一つの加盟登録チームから複数のチームで参加できる。 

② 第 1 項のチームに所属する 2010 年 4 月 2 日以降に生まれた選手であること。  

男女の性別は問わない。 

（３）監督および選手は、1 チームのみに登録できる。  

（４）複数チームをエントリーする場合、監督以外の役員は重複してエントリーすることができる。 

     ただし、監督を含めチーム役員は成人者であること。 

（５）チームは、帯同審判員（フットサル審判有資格者）１名以上を帯同させること。 

（６）1 次ラウンドから 2 次ラウンドまで同一のチーム構成とし変更は認めない。 

【大会規定】 

▼ユニフォーム 

（１）開催年度の「ユニフォーム規程」に適合しているものを着用すること。 

（２）フィールドプレーヤー及びゴールキーパー用を、それぞれ異なる色彩 4 種類を準備すること。 

（３）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うるものでなければならない。 
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（４）交代要員は、競技者と異なる色のビブスを用意し、着用しなければならない。  

    （ビブスは、フィールドプレーヤー及びゴールキーパーのシャツと異なる色を２色以上準備すること。） 

▼シューズ 

アリーナに入る全ての方は、靴底は接地面が平らで飴色、白色もしくは無色透明の屋内用を使用して下さい。 

【競技方法】 

１次ラウンド：エントリーチームが確定後、地区毎に決定する。 

２次ラウンド：リーグ戦を行った後に、グループ上位２チームの計８チームにてノックアウト方式を行う。 

【大会期間】 

１次ラウンド：2022 年 11 月 26 日（土）～ 2023 年 1 月 中旬ごろまでに各地区で実施する。 

２次ラウンド：2023 年 2 月 11 日（土）・ 12 日（日）・ 19 日（日） 

【会場】 

１次ラウンド：県内６地区毎に会場が定められます。  

         （本エントリー数が３チームに満たない地区は、隣接する地区と合同開催とする。） 

２次ラウンド：宝来屋郡山総合体育館  郡山市豊田町 3-10   ☎ 024-934-1500 

【２次ラウンド進出チーム数】 

下記により選出された 16 チームとする。 

（1）6 地区より各 1 チーム（ただし、地区の本エントリーが３チーム以上である場合）：6 チーム 

（2）前年度優勝チーム地区 1 チーム ：1 チーム（郡山地区） 

（3）前項（１）と（２）を除いた出場枠については、本エントリーチーム数により按分する。 

【参加料】 

１次ラウンド：各地区の郡山カップフットサル実行委員会（以下、「実行委員会」とする。）で決定し、参加チームへ 

お知らせします。 

２次ラウンド：基本参加料10,000 円、チームにおける２試合目以降から準決勝まで１試合毎に5,000 円とする。 

         なお、基本参加料の振込方法については、実行委員会より２次ラウンド進出チームへメールにて連絡

いたします。 

【申込期間】 

（１）予備エントリー期限：2022 年 10 月 3 日（月）～ 10 月 28 日（金）12:00 まで 

（２）本エントリー期限：2022 年 11 月 2 日（水）～ 11 月 11 日（金）12:00 まで 

【申込方法】  

（１）予備エントリーを行う。 

予備エントリーの申込みには TeamHub ID が必要となります。 

■TeamHub ID の作成が初めての場合 

TeamHub Entry ページの画面右上（最上部の右上）の『ログイン』ボタンを押していただき、 

TeamHub ID の作成をお願いいたします。 

TeamHub ID の作成が完了後、再び TeamHub Entry 申込みフォームを開いていただき、 

「郡山カップ 第 17 回福島県フットサル選手権大会 小学生の部」の申込み手続きをお願いいたします。 

■過去に TeamHub Entry を利用し（過去に TeamHub アプリをダウンロードし、ID を取得された 

方も含みます）TeamHub ID を既に作成している場合 

TeamHub Entry ページの画面右上（最上部の右上）の『ログイン』ボタンから TeamHub ID で 

ログインしていただいたのちに、再び TeamHub Entry 申込みフォームを開き直していただくと 

「郡山カップ 第 17 回福島県フットサル選手権大会 小学生の部」の申込み手続きができます。 
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（２）本エントリーを行う。 

前項の予備エントリーを完了したチームのみが、JFA WEB 登録システム「KICKOFF」にて本エントリーをする

ことができます。 

【本エントリー時の注意事項】 

① １チームあたり 26 名（役員２名以上６名以内、選手 20 名以内）とし、必ず役員に 

監督の役職者を１名登録（入力）すること。 

なお、KICKOFF 登録時に役員の中に帯同審判員を登録（入力）しないこと（帯同審判員はチー 

ムの役員とみなさないため）。 

② 本エントリー締切以降のエントリー内容変更は認めない。 

③ 福島 FA のホームページより、「ユニフォーム写真台紙」と「プライバシーポリシー同意書」のフォームを 

ダウンロードして作成し KICKOFF 登録時に貼付すること。  

（３） ２次ラウンドについては、全地区の１次ラウンド終了後に事務局よりメールにてお知らせいたします。 

【代表者会議並びに抽選会】 

１次ラウンド：地区担当者から当該チームへメールにてお知らせいたします。 

２次ラウンド：代表者会議は行わず、組合せについては（全地区の１次ラウンドが終了後）実行委員会にて組合

せ抽選をし、当該チームへメール配信すると共に福島民友新聞紙面に掲載します。 

【その他】 

（１）新型コロナウイルス対応について 

福島 FA フットサル委員会が定めた、新型コロナウイルスの影響下におけるチーム遵守事項（ガイドライン）を 

遵守していただき、その他につきましては、各地区フットサル委員長（運営責任者）の指示に従って下さい。 

（２）傷害補償について 

① 傷害保険に加入することが望ましい。 

② 競技中の疾病、傷病等の応急処置やその後の対応はチームで対応して下さい。 

（３）負傷対応について 

本大会において、実行委員会では一切の責任を負いません。 

【問合せ】 

１次ラウウンドにつきましては、下記の各地区の実務担当者へお願いします。 

【県北地区】 畑英昭  mail：prjwr084@yahoo.co.jp 

【県南地区】 長谷川和彦   mail：ishikawa_untd@yahoo.co.jp 

【会津地区】 星一久      mail：kazkzkid@gmail.com 

【相双地区】 後藤智章    mail：tomo0009@icloud.com 

【いわき地区】 廣田勝好    mail：kadu927@utopia.ocn.ne.jp 

【郡山地区】 真野祐介    mail：mail@fivemonkeykoriyama.com 

２次ラウンドにつきましては、下記へお願いいたします。 

【事務局】 

一般財団法人福島県サッカー協会フットサル委員会 

〒 963－0204 郡山市土瓜 1-230 ℡ 024-953－5626  Fax 024-953-5627 

担当 委員長 池田 義人  090-6681-8227   メール yoshihito@ikeda-i.co.jp 
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小学生の部の QR コード 

 

https://entry.tmhub.jp/tournaments/33 

 

https://entry.tmhub.jp/tournaments/33

