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 すべての人にフットサルの楽しさを届けたい。
そんな想いのもと、JFAがエンジョイ志向プレー
ヤーを対象とした全国大会を開催します。
フットサルの楽しさを、仲間とともにプレーする
喜びを、そしてゴールを共有する感動と興奮を。
日本各地たくさんのプレイヤーへ広げていきます
。
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民間フットサル場などで高い競技性を求めず日
常的に楽しんでフットサルをプレーする方々が
数多くいます。これらの方々を対象にフットサ
ル大会を開催し、多くの方々にフットサルとい
うスポーツを通じて楽しい時間を共有するとと
もに、人々の心身の健全な発達と社会の発展に
貢献することを目指します。
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2017/18 ＪＦＡエンジョイ5
～ＪＦＡフットサルエンジョイ大会～
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 大会実施年度の「フットサル競技規則」による。
ただし、ピッチサイズは、タッチライン25m～40m、ゴールライン16m～20mとする。

 ボールは、フットサル4号球を使用する（U-11、U-10、U-8部門では原則としてフットサル3号球）。
 タイムアウトは、ない。
 前後半終了間際にファウルが犯された場合、フリーキックを行ってから終了する。
 試合開始予定時刻に2分間遅れたチームは不戦敗とする。
 スパイクシューズは、禁止。スポーツコート及びフロアコートの施設では、施設の特別な指定がある

場合を除き、靴底の接地面がフラットで、白色、飴色、無色透明あるいはノンマーキングシューズと
する。

 対戦チームと色が類似している、ユニフォームが揃わないなどの場合には、施設等が用意したビブス
を着用する。

 すねあて（シンガード）は必ず着用することとする。
 ミックス部門
 女性の得点は、2点とする（PK方式では1点）。
 PK方式では、最初の3本のうち2本のキックを女性が行う。
 男性が女性に直接フリーキックとなる反則を行った場合は、相手チームにペナルティーキックを与える。
 負傷等により女性のフィールドプレーヤーが1名以下とならざるを得ない場合、そのチームは女性1人を含む4

人でプレーをする。
 U-15以下のカテゴリーでは、15歳以下の競技規則の特例を適用する。
 ゴールキーパーが手で投げた後、または足で蹴った後、ボールが競技者に触れるかプレーされる、あるいは

ピッチ面に触れる前にハーフウェーラインを越えたときは、相手側チームに間接フリーキックを与える。
 ゴールクリアランスされた後、ボールが競技者に触れるかプレーされる、あるいはピッチ面に触れる前にハー

フウェーラインを越えたときは、相手側チームに間接フリーキックを与える。
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 趣旨
　　民間フットサル場などで高い競技性を求めず日常的に楽しんでフットサルをプレーする方々が数多くいます。これらの方々を対象に

フットサル大会を開催し、多くの方々にフットサルというスポーツを通じて楽しい時間を共有するとともに、人々の心身の健全な発
達と社会の発展に貢献することを目指します。

 名称
　　2017/18ＪＦＡエンジョイ5　～ＪＦＡフットサルエンジョイ大会～
 主催
　　公益財団法人日本サッカー協会
 後援
　　調整中
 協賛

JFA Youth & Development Official Partner

株式会社ナイキジャパン
JFA Youth & Development Official Supporter

トヨタ自動車株式会社　ニチバン株式会社 株式会社 明治
JFA Youth & Development Official Provider

株式会社モルテン
 大会形式
　　1.ファーストステージ、セカンドステージ、ファイナルステージの3ステージ制のカテゴリー
　　　2.ファーストステージ（施設開催）のみのカテゴリー
 ＜ファーストステージ＞
　　　期間：2017年10月～2018年2月
　　　会場：各都道府県の民間フットサル施設等 
 ＜セカンドステージ＞
　　　期間：2018年1月～2月
　　　会場：各地域の民間フットサル施設等
 ＜ファイナルステージ＞
　　　期間：2018年3月3日、4日
　　　会場：テバオーシャンアリーナ
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2017年度

 ファーストステージ⇒セカンドステージ⇒ファイナルステージと進出

①U-11　(８チーム)

 ※選手全員が11歳以下であること（小学5年生以下クラス）

②U-23 (８チーム) 

 ※選手全員が23歳以下であること

③O-35 (8チーム)

※選手全員が35歳以上であること（2017年度中に35歳以上になる人は参加可能）

④ミックス (８チーム) 

※年齢制限なし。フィールドプレーヤーとして常に2名以上が女性。
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女性2点！



2017年度
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女性2点

 施設完結の大会　（ファーストステージのみ）
⑤Ｕ－８

※選手全員が8歳以下であること（小学2年生以下クラス）
⑥Ｕ－１０

※選手全員が10歳以下であること（小学4年生以下クラス）
⑦Ｕ－１２

※選手全員が12歳以下であること（小学6年生以下クラス）
⑧Ｕ－１５ 

※選手全員が15歳以下であること（中学3年生以下クラス） 
⑨Ｕ－１８ 

※選手全員が18歳以下であること（高校3年生以下クラス）
⑩オーバー30 

※選手全員が30歳以上であること（2017年度中に30歳以上になる人は参加可能）
⑪オーバー40

※選手全員が40歳以上であること（2017年度中に40歳以上になる人は参加可能）
⑫ビギナー

※年齢制限なし。都道府県フットサルリーグ、地域フットサルリーグ、Fリーグ所属選手の参加は不可。 

⑬スーパービギナー 

※年齢制限なし。サッカー・フットサル経験5年未満の選手のみ出場可
⑭エンジョイ

※年齢制限なし。地域フットサルリーグ、Fリーグ所属選手の参加は、不可。 
⑮レディース

※年齢制限なし。どなたでも参加可能。
⑯ファミリー

※2家族以上での参加、男性、女性、小学生以下の子供を含むこと



 全国までつながるカテゴリー
 原則としてファーストステージは全国共通金額、セカンドステージは無料

 Ｕ－１１・・・10000円
 Ｕ－２３・・・15000円
 Ｏ－３５・・・15000円
 ミックス・・・15000円

 施設完結カテゴリー
 原則として各施設が自由に金額設定を行う
 推奨　子供　9000円、大人　15000円
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 大会をより多くの方に知っていただくために、積極的な情報拡散にご協力ください

１．大会公式サイトの紹介

　http://www.jfa.jp/match/jfaenjoy5_2017/

２．大会公式ツイッターのご紹介

　https://twitter.com/jfaenjoy5futsal

　　　　※フォロー、リツイートお願いします

３．ハッシュタグ

　ハッシュタグは　#jfaenjoy5 をご利用ください。
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施設マニュアルのみ告知協力のお願い

http://www.jfa.jp/match/jfaenjoy5_2017/
https://twitter.com/jfaenjoy5futsal


 参加チーム
 各会場の開催4日前を申込み期限とし、定員に達し次第終了する。ただし

、期限後の申込みについては、各施設にて対応とする。
1チームの選手は5人以上20人以内とする
選手は同会場で行われる同日同カテゴリーの大会を除き、複数のチームで
参加することができる。

 選手エントリー本大会の保険付保等の業務および、JFAからの諸連絡に
使用するため、選手は氏名、性別、メールアドレス、生年月日を記入す
ること。
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★　J-FUTSAL （フットサルエンジョイエントリーシステム）を利用する　★
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JFAホームページ⇒J-FUTSAL
9月25日受付開始（J-FUTSALで随時開始）

開催4日前締切⇒各施設にて締切を設定（J-FUTSALで確認）

チームエントリー

9月25日 5

申込み
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参加料の支払いは、開催施設で行う。
申し込み後、開催施設より申込者に連絡をする。

（参加費を振り込み対応するときなどは各施設からご案内ください）
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ユーザー自身の手でウェブエントリーをするのが基本ですが
施設担当者による代理登録をして、利用者利便を図ることも可能

ＳＴＥＰ１：施設担当者が「j-futsal」に登録をして、チームを作る（複数
チームを作ることが可能）

        ▽新規メンバー登録ガイド
　　  https://j-futsal.jfa.jp/news/2015/07/09/475.html
        ▽j-futsalチーム作成・招待・所属ガイド

　https://j-futsal.jfa.jp/news/2015/06/16/446.html

ＳＴＥＰ２：申し込みチームの代表者をチームのメンバーに招待（メールア
ドレスが必要・代表者はj-futsal登録が必要）

ＳＴＥＰ３：チームの代表者（管理者）を、施設担当者からチーム代表者へ
変更する

　▽j-futsal操作手順
　j-futsalマイページ＞所属チーム「編集する」＞
　チームに設定されているj-futsal登録プレーヤー情報「メンバー詳細」＞
 　j-futメンバーリストのメンバー区分を管理者に変更
　※管理者にはファミリー登録メンバーは設定できません。

施設マニュアルのみ

https://j-futsal.jfa.jp/news/2015/07/09/475.html
https://j-futsal.jfa.jp/news/2015/06/16/446.html


本協会が加入する本大会参加者を対象とした傷
害保険が適用されるが、この他は原則として各
自の責任とする。

16



17

●セカンドステージ進出チームには、会場と日程をお伝えください。 
（４カテゴリーのみ）当日の詳細は日程が近くなりましたら開催施設より連絡を行います。 

●終了後は結果入力をお願い致します。 
マニュアルを別途送付するので、ご参照ください。 ご不明な点はお問い合わせください。 

●終了後に以下の2点をご連絡ください。 
1、優勝チーム名と集合写真 （写真は、エンジョイ５のバナーを持った写真で、
　ほかのバナーや、スポンサー以外の製品（ペットボトル、ボール、自動販売機など）
　が映り込まないようにしてください。
2、セカンドステージ出場チーム（1チーム） 

●WEB申し込み締め切り後にチーム数が増えた時は、 
お客様にj-futsalの個人登録とチームの作成をしていただき、以下の情報をご連絡ください。 
------ 
1.代表者のj-futsal登録情報 
氏名： 
氏名フリガナ： 
j-fut ID（12桁）：JFTxxxxxxxxxxxx 
電話番号： 

2.チーム情報 
j-futsalで登録しているチーム名： 
------  

連絡先：　jfaenjoy5@j-futsal.net

結果報告等のお願い 施設マニュアルのみ
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遠方地域代表チームに対して、旅費補助をする方向で調整中
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2017年度　
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★　プレーヤーはJ-FUTSAL (エンジョイプレーヤー)登録必須　★

Final
ステージ

2nd
ステージ

1st
ステージ

全国各地の
施設連盟

予選

全国６地
域の施設
連盟予選

８チーム

全国各地の
施設連盟

予選

全国６地
域の施設
連盟予選

８チーム

全国各地の
指定24施設

予選

全国各地の
希望施設

全国各地の
希望施設

全国各地の
希望施設

８チーム

施設完結施設完結 施設完結

８チーム
が進出

上位チーム
が進出

上位チーム
が進出

全国各地の
指定8施設

予選

８チーム

全国各地の
希望施設

施設完結

全国６地
域の施設
連盟予選

全国６地
域の施設
連盟予選

U-11 U-23 O-35 ミックス

U-8,U-10,U-12,U-15,U-18,O-30,O-40

ビギナー、スーパービギナー、レディース、

ファミリー、エンジョイ

８チーム
が進出

８チーム
が進出

８チーム
が進出

上位チーム
が進出

上位チーム
が進出
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準備中
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※大会に関するお問い合わせ

　施設連盟内ＪＦＡエンジョイ5事務局

　jfaenjoy5@j-futsal.net
→作業効率化のためなるべくお問い合わはメールにてお願いします

　一般社団法人日本フットサル施設連盟
　ＴＥＬ：03-6869-7412 
　　10時～20時（土日祝可）
　（担当者がいない場合は折り返しご連絡いたします）

※システム上の問い合わせ

　ＴＥＬ：03-6452-6971 
　　10時～17時　（土日祝日は休み）

　 enjoy5@j-futsal.jp

mailto:jfaenjoy5@j-futsal.net
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