
名　　称 GFAフットサルフェスティバル2019 vol.2（toto助成事業）

主　　催 (一財)岐阜県ｻｯｶｰ協会

主　　管 (一財)岐阜県ｻｯｶｰ協会　ﾌｯﾄｻﾙ委員会

期　　日 2019年 8月 3日（土） 9:30 集合・受付、9:45 集合写真撮影、10：00 開始

会　　場 岐阜メモリアルセンター 第1体育館 で愛ドーム

〒502-0817 岐阜市長良福光大野2675-28　TEL058-233-8822

ｶﾃｺﾞﾘｰ ①女子の部（中学・高校・一般） 試合時間　10分-2分-10分

県内の中学生以上により構成された女子ﾁｰﾑ。
②学生の部（中学・高校・大学生） 試合時間　12分-2分-12分

県内の中学・高校・短大・大学生により構成されたﾁｰﾑ。女子の出場も可。

参加資格 ①岐阜県内に在住または通学している学生で、構成されたチームで、

　公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会(以下JFAという)に「ﾌｯﾄｻﾙ種別」で加盟登録した

　ﾌｯﾄｻﾙﾁｰﾑまたはJFAに「ｻｯｶｰ種別」で加盟登録したﾁｰﾑでもよい。

②引率者は当該ﾁｰﾑを指導把握し、責任を負うことのできる者であること。

③中学生・高校生の参加については、保護者の同意のある者に限ります。

募集ﾁｰﾑ ①②先着8ﾁｰﾑ

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ形式 ﾘｰｸﾞ戦方式

競技規定 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実施年度の財団法人日本ｻｯｶｰ協会ﾌｯﾄｻﾙ競技規則によります。

審　判 審判は原則として帯同のﾌｯﾄｻﾙ有資格審判にて行ってください。

ﾌｯﾄｻﾙ審判が帯同できない場合は、事務局へ問い合わせください。

ﾕﾆﾌｫｰﾑ 正副2着を用意することが望ましい。

参加料 参加料は無料ですが、別途、空調負担金を徴収する予定です。

組合せ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ本部にて決定します。

傷害補償 ﾁｰﾑの責任において傷害保険に加入してください。

本ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙにおいてのｹｶﾞ等につきましては、応急処置のみ会場で行いますが、

以後は自己責任にて対処ねがいます。

その他 本ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに参加される皆様の映像・写真をGFAなどで使用する場合があります。

予め、ご了承下さい。

参加チーム数により、ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ形式や時間を変更する場合があります。

ベンチ入り選手は、7名。役員は、３名までとします。

参加費は無料です。

ﾌｯﾄｻﾙ登録ﾁｰﾑ以外のﾁｰﾑは、JFF日本ﾌｯﾄｻﾙ連盟ﾁｰﾑ登録料\2,000を徴収します｡

参加申込 参加希望ﾁｰﾑは、別添の参加申込書に必要事項を記載して下記事務局あてに

E-mailにて申し込むこと。

2019年7月10日（水）　9時より受付を開始します。

ただし、予定数に達した場合には先着順とします。

事務局 GFAフットサルフェスティバル事務局

E-mail ta1@me.ccnw.ne.jp

GFAフットサルフェスティバル2019 vol.2　（toto助成事業）　開催要項

(一財)岐阜県サッカー協会 フットサル委員会



日　時 2019年8月3日　  9:30 集合・受付、 9:45 集合写真撮影、10：00 開始（女子の部）

2019年8月3日　12:30 集合・受付、12:45 集合写真撮影、13：00 開始（学生の部）

会　場 岐阜メモリアルセンター 第1体育館 で愛ドーム

その他 ※　フットサルフェスティバルです。フットサルを楽しみましょう。

※　原則として、相互審判でお願いします。第2審判は時計もお願いします。

※　各チームのご協力による、リスペクトあふれるフットサルフェスティバルを目指しています。

試合時間 午前  10-2-10=22 ランニングタイム（女子の部）

午後  12-2-12=26 ランニングタイム（学生の部）

日　程

 ｶﾃｺﾞﾘｰ ﾏｯﾁNo Ref1 Ref2／時計

9:45

10:00 女子 【1】 女子-１ VS 女子-４ 女子-５ 女子-８

10:25 女子 【3】 女子-５ VS 女子-８ 女子-１ 女子-４

10:50 女子 【5】 女子-３ VS 女子-１ 女子-７ 女子-５

11:15 女子 【7】 女子-７ VS 女子-５ 女子-３ 女子-１

11:40 女子 【9】 女子-３ VS 女子-４ 女子-７ 女子-８

12:05 女子 【11】 女子-７ VS 女子-８ 女子-３ 女子-４

12:27

12:45

13:00 学生 【13】 学生-１ VS 学生-４ 学生-５ 学生-８

13:30 学生 【15】 学生-５ VS 学生-８ 学生-１ 学生-４

14:00 学生 【17】 学生-３ VS 学生-１ 学生-７ 学生-５

14:30 学生 【19】 学生-７ VS 学生-５ 学生-３ 学生-１

15:00 学生 【21】 学生-３ VS 学生-４ 学生-７ 学生-８

15:30 学生 【23】 学生-７ VS 学生-８ 学生-３ 学生-４

15:56

※ 試合終了後、流れ解散としますが、撤収をお手伝い頂けると有難いです。

 ｶﾃｺﾞﾘｰ ﾏｯﾁNo Ref1 Ref2／時計

9:45

10:00 女子 【2】 女子-２ VS 女子-３ 女子-６ 女子-７

10:25 女子 【4】 女子-６ VS 女子-７ 女子-２ 女子-３

10:50 女子 【6】 女子-４ VS 女子-２ 女子-８ 女子-６

11:15 女子 【8】 女子-８ VS 女子-６ 女子-４ 女子-２

11:40 女子 【10】 女子-１ VS 女子-２ 女子-５ 女子-６

12:05 女子 【12】 女子-５ VS 女子-６ 女子-１ 女子-２

12:27

12:45

13:00 学生 【14】 学生-２ VS 学生-３ 学生-６ 学生-７

13:30 学生 【16】 学生-６ VS 学生-７ 学生-２ 学生-３

14:00 学生 【18】 学生-４ VS 学生-２ 学生-８ 学生-６

14:30 学生 【20】 学生-８ VS 学生-６ 学生-４ 学生-２

15:00 学生 【22】 学生-１ VS 学生-２ 学生-５ 学生-６

15:30 学生 【24】 学生-５ VS 学生-６ 学生-１ 学生-２

15:56

※ 試合終了後、流れ解散としますが、撤収をお手伝い頂けると有難いです。

※ このフェスティバルは、totoの助成を受けて開催しています。

集合写真撮影

GFAフットサルフェスティバル2019 vol.2 日程表（案）（toto助成事業）
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