
BRINCAR 安城ソサイチリーグ 
 
期  間：5 月 1 日～12 月 31 日までに実施する。 

第 1 土曜日に開催予定。日程詳細は別紙参照。 
 
会  場：BRINCAR FOOTBALL PARK ／ 安城市高棚町茨池 68 
 
費  用：登録チーム 32,400 円（税込み）、未登録チーム 37,800 円（登録費・税込み） 
 
参加資格：施設利用規則、リーグ参加注意事項を守り、楽しく参加できること。 
     全日程に参加できること。 
     15 歳以上の選手により構成されたチームであること。 
     BRINCAR にメンバー登録が必要です。 
 
登  録：リーグ参加申し込み時に選手登録をして下さい。追加登録は随時受付いたします。 
     1 チームあたり 3 名までの外国籍選手の登録を認める。なお、外国籍選手はピッチ上に 2 名を超えて

同時にプレーしてはならない。 
 

募  集：最低 5 チーム～最多 8チームの参加で開催します。 

 
競技形式：参加チームによる 2 回戦総当たりリーグ戦。 
     順位決定方式は勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。 
     勝ち点は勝ち３、引分け 1、負け０とする。 
     ただし、勝点合計が同じ場合は、以下の順により順位を決定する。 

（1） 得失点差 
（2） 総得点数 
（3） 当該チーム間の対戦成績 
（4） 抽選 

 
規  定：基本的にサッカールールを適用するが、異なる点は以下の通りとなる。 

（1）ゴールキーパーを含めた 7 人制。 
（2）オフサイドなし。 
（3）交代自由。一度アウトした選手も再度出場が可能) 
（4）ゴールキックではなく、ゴールキーパーからのゴールスローで再開する。 
（5）フリーキックの際、壁は 5m 離れる。 
（6）PK マークは 8m とする。 
（7）コーナースローを採用。 

（8）試合時間  
・20 分間（前後半 10 分間）のランニングタイム。 
・ハーフタイムのインターバルは 2 分間。（前半終了から後半開始まで） 
※リーグ加盟チーム数により試合時間を変更する場合があります。 



（9）コートサイズは縦 50ｍ×横 30～40ｍ。 
    （10）ボールはソサイチ専用ローバウンド 5 号球。 
    （11）ゴールはジュニアサイズゴール（幅 5ｍ×高さ 2.2ｍ）。 
    （12）試合開始前の 1 チームの競技者の最小数は 5 人。 

（13）試合中、いずれかのチームが 5 人未満となった場合は、試合を続けないものとする。 
（14）棄権・没収試合はその原因の帰するチームの敗戦（0-5）とする。 

 
傷害補償：チーム責任者において傷害保険に加入してください。 
 
表  彰：優勝チーム、２位チーム、３位チームに対して表彰する。 
 
申込方法：BRINCAR に E メールで申し込んでください。（※仮エントリー） 
     件名【ソサイチリーグ仮エントリー】 

本文 ①チーム名、②代表者名、③代表者連絡先を記入してください。 
≪申込先≫ footballpark@brincar.jp 

 
締め切り：2018 年 4 月 14 日（土）迄 

規定チーム数に達した時点で締め切ります。（※先着手続き順） 
     期日までに『ソサイチ安城リーグ登録申込書』と参加費を BRINCAR FOOTBALL PARK に 

提出して下さい。 
 
問合せ先：BRINCAR FOOTBALL PARK 
     〒446-0053 安城市高棚町茨池 68 
     TEL 0566-87-5777 ／ FAX 0566-57-1253 
     Email   footballpark@brincar.jp  ／ HP (URL)   http://brincar.jp/ 



BRINCAR 安城ソサイチリーグ要項 

 
１．選手資格 

１‐１ １５歳以上の男女。未成年者は保護者の同意を得て参加するものとする。 

１‐２ 外国籍選手の登録は３名までとする。 

２．登録 

２‐１ チーム登録、選手登録は毎年度のリーグ第 1節までに完了して下さい。 

２‐２ 追加選手登録は随時受付いたします。 

３．組み合わせ及び日程 

３‐１ 毎年度の全節終了後、翌年度の組み合わせ及び日程を立案し決定する。 

３‐２ リーグ戦は、毎年１月１日～12 月 31 日までに実施する。 

３‐３ リーグは総当たり方式（ホーム＆アウェー）にて実施する。 

４．審判 

４‐１ 審判については、主審は実行委員会より派遣する。 

５．表彰 

５‐１ チーム表彰は優勝、2位、3位チームとする。 

５‐２ 表彰式はリーグ戦最終節終了後に実施する。 

６．罰則 

６‐１ 棄権 

実行委員会が調査し、故意と認めた場合は本リーグから除名する。 

但し、不可抗力と認めた場合は、実行委員会で決定する。 

６‐２ 規約の不履行 

規約の不履行を行じた場合は、実行委員会の決定に従うこととする。 

６‐３ 公序良俗に反する行為 

リーグの良質な運営に反するチーム等の行為については、実行委員会が調査し、 

問題があると判断される場合においてはリーグより是正勧告を行う。 

なお、再三の勧告に従わず公序良俗に反する行為を繰り返す場合には、 

実行委員会においてチームの勝点剥奪や試合の没収、除名等を決定する。 

７．試合 

７‐１ 競技規則 

国際ソサイチ連盟の協議規則を採用する。 

主な競技規則でサッカーと異なる点は以下の通り 

⑴ ゴールキーパーを含む７人制 

⑵ オフサイドなし 

⑶ 交代自由（一度アウトした選手も再度出場が可能） 

⑷ ゴールキックではなく、ゴールキーパーからのゴールクリアランスで再開 



⑸ コーナースローを採用 

⑹ FK 時の壁の距離を５ｍとする 

⑺ ５秒ルールを採用（GKの保持、ならびにアウトオブプレーの再開時） 

⑻ ５ファールルールを採用 

６つ目の直接 FK に相当するファールからシュートアウト（GK との１対１）を採用 

７‐２ グラウンド 

グラウンドの大きさは長さ 50ｍ、幅 30～40ｍとする。 

７‐３ 試合球 

日本ソサイチ連盟公式試合球５号サイズを使用する。 

７‐４ ゴールサイズ 

ゴールサイズは、幅 5ｍ×高さ 2.15ｍとする。（ジュニアサッカーゴールサイズに相当する） 

７‐５ 形式 

総当たり 2回戦制セントラル形式にて実施する。 

７‐６ 時間 

前半 10 分、後半 10分、計 20分として延長戦は行わない。 

但し、加盟チーム数により試合時間を変更する場合があります。 

７‐７ メンバー提出 

メンバー表はマッチミーティング時に提出する。 

７‐８ 試合開始時最小成立人数 

試合開始時において、GK を含めチーム最低 5 名の選手を要する。 

なお、上記に満たない人数の場合は不戦敗とする。 

不戦敗となった場合の対応については、0 対 3 とする。 

※不戦敗時は相手チーム分の試合費も負担すること。 

７‐９ マッチミーティング 

マッチミーティングは試合開始 5 分前に実施する。 

ミーティング時には運営責任者およびチーム責任者の参加を要する。 

その際に、正副ユニフォームの色を確認できるもの、メンバー表を提出すること。 

７‐１０ 交代要員 

交代予定者 13 名を試合開始前にメンバー表に記入する。 

７‐１１ベンチ入りスタッフ 

事前に登録されたスタッフ(監督、コーチ、トレーナー)のうち、5 人までのベンチ入

りを認める。 

７‐１２ 記録 

試合記録は所定のシステムにより記録者および記録補助員によって取るものとする。 

試合終了後、主審・運営担当者の署名を以て記録は成立するものとする。 

７‐１３ 順位決定 

勝ち点方式とし、勝ちは 3 点、引き分け 1 点、負けは 0 点とする。勝ち点合計が同一

のチームがある場合は以下により順位を決定する。 



1） 得失点差 
2） 総得点数 
3） 当該チーム間の対戦成績 
4） 抽選 
７‐１４ 規律関係 

1）試合中、退場を命ぜられた選手は、次の公式戦の出場を禁じ、以後の処置は、実

行委員会の裁定に従う。 

2）当リーグの警告累積(警告 2 枚)による停止処分については、直後のリーグ戦で出

場停止とする。 

なお、リーグ戦残試合数をもっても出場停止処分を消化し得ない場合については、

リーグ戦終了直後の公式試合において停止処分を消化する。 

3）上記出場停止中の選手を出場（エントリー、ベンチ入りを含む）させた場合、リ

ーグ最終獲得勝ち点より 3 点をマイナスし順位を決定する。 

4）出場停止選手の管理、ホームページ掲載は事務局にて実施する事とするが、最終

責任は当該チームにあるものとする。（掲載事項に誤りがあった場合は速やかに事

務局に連絡すること） 

７‐１５ その他 

・ロングソックス、シンガード着用を義務付けます。 

・装飾品の着用は一切認めない。 

・コート外でのボールの使用は禁止とする。 

・傷病手当てについては、救急車の手配は行うが、その後についてはチームの責任に

おいて処置すること。 

・参加者の事故・傷病・障害・会場破損事故等に関しては、一切の責任を負わないも

のとする。※チーム又は個人のスポーツ安全保険等で、対応すること。保険の加入を

義務付ける。 

・参加に要する費用は、すべて参加チームの負担とする。 

上記に定めていない事項については、国際ソサイチ連盟の競技規則及び、リーグ取り

決め事項によることとする。 

８．試合運営 

９．会費 

9-1 加盟チームは、申込時に年間チーム登録をしているものとする。 



ソサイチ安城リーグ2018登録申込書

◆施設記入欄

◆お客様記入欄

月 日

フリガナ フリガナ

氏名 住所

〒

登録日 20 年 月 日
領収 入力 割引券 担当者

会員番号

フリガナ 申　請　日

チーム名

代
表
者

電話 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ @

2018年

№
フ　リ　ガ　ナ

選　手　氏　名

□
BRINCARソサイチ安城リーグの会員としてフェアプレー精神に基づき、施設利用規則、
禁止事項を遵守し施設を利用することを誓います。

□ BRINCARソサイチ安城リーグの規約（概要・費用）に同意して申し込みます。




