JFA 第 32 回全日本 O-30 女子サッカー大会 中国地域予選会 要項
1．趣 旨 公益財団法人日本サッカー協会は 30 歳以上の女性を主な対象に普及を目的として本大会を開催する。
本大会は、女性のサッカーの普及促進のため開催するものであり、大会に参加する女性がサッカーを通じて
友好と親睦を深め、さらには、生涯スポーツとしてのレディースサッカーの浸透・発展に寄与することを目的とす
る。
2．名 称

JFA 第 32 回全日本 O-30 女子サッカー大会 中国地域予選会

3．主 催

一般社団法人 中国サッカー協会

4．主 管

一般財団法人 岡山県サッカー協会

5．日 程

2020 年 12 月 5 日(土)、6 日(日)

6．会 場

灘崎町総合公園 多目的広場（サッカー場）（岡山市南区片岡 119-1）

7．参加資格
（1）1990 年(平成 2 年)12 月 31 日以前に生まれの、公益財団法人日本サッカー協会登録選手(女性)によって
構成されたチームであること。なお、該当チームは加盟登録チームである必要はない。
（2）外国籍選手：5 名まで登録でき、1 試合 3 名まで出場できる。
（3）移籍選手：予選から本大会に至るまで、選手は他のチームで参加(参加申し込み)していないこと。※チーム編
成は、あくまでも人数の都合上等単独チームとして参加できない場合にのみ可能となるものであり、
普及を目的とする大会であることの趣旨に鑑み、極端な勝利目的の為のチーム編成は行わないこと。
8．参加チーム
9．大会形式

出場チーム数は、各県 1 チームとする。
原則ノックアウト方式（ただし 3 チームの場合はリーグ方式とする）

10．競技規則 公益財団法人日本サッカー協会制定の「2020/21 サッカー競技規則」による。
11．競技会規定
以下の項目については本大会規定を定める。
（1）競技のフィールド
（2）ボール

天然芝及び人工芝フィールドにて行う。

試合球：モルテン社製 検定球 5 号球、商品名：ヴァンタッジオ 4000(品番:F5A4000-P)
マルチボールを採用する。

（3）競技者の数
競技者の数：11 名
交代要員の数：7 名以内
交代を行うことができる数：自由な交代(交代して退いた競技者が交代要員となって再び出場できる。但し、
交代の手続きはサッカー競技規則第 3 条に則って行う)
ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：3 名以内
(4) 役員の数
チームベンチに入ることができる役員の数：5 名以内
(5) テクニカルエリア

設置する

その都度ただ 1 人の引率指導者のみが、テクニカルエリアにおいてのみ戦略的指示を伝えることができる。(複数
の指導者が同時に指示を与えない)
(6) 競技者の用具
① ユニフォーム
A) ユニフォームは、公益財団法人日本サッカー協会規約 2020/21 『ユニフォーム規定』による。ただし、

黒色、またはそれに類似したシャツは認めない。
B) 正の他に副として、正と色彩が異なり判別しやすいユニフォームを参加申込書の際に記載し、各試合に
必ず携行すること(FP･GK 用共)
C) ソックステープの色は、チーム内で同色のものを着用する。
D) アンダーシャツは、チーム内で同色のものを着用する。
E) アンダーショーツまたはタイツは、チーム内で同色のものを着用する。
F) ユニフォームの色、選手番号の参加申込み締切日以降の変更は認めない。
G) ユニフォームへの広告表示については、公益財団法人日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に基づき承
認された場合のみこれを認める。
(7) 試合時間
① 試合時間：50 分(前･後半 25 分)
ハーフタイムのインターバルは 10 分間確保する
② 試合の勝者を決定する方法（50 分で勝敗の決しない場合）
トーナメントの場合：PK 方式を行う。PK 方式に入る前のインターバル：1 分間
リーグ戦の場合：引き分け
③ アディショナルタイムの表示：行う
(8) マッチコーディネーションミーティング：競技開始時間の 70 分前に実施する
(9) その他
① 第４の審判員の任命：行う
② 負傷者の対応：主審が認めた場合のみ、最大 2 名ピッチへの入場を許可される
③ 飲水タイム・クーリングブレイク：競技責任者と審判団の判断により実施することができる
④ ３チームの場合：リーグ戦とする。順位決定方法は、勝点合計の多いチームを上位とし順位を決定する。勝
点は、勝利 3 点、引き分け 1 点、敗戦 0 点とする。但し、勝点合計が同じ場合は、以下の項目の順序で順
位を決定する。
A) 全試合の得失点差（＝総得点－総失点）
B) 全試合の総得点差
C) 当該チーム同士の対戦結果（勝敗）
D) 抽選（当該チーム代表者の立ち会いによる）
⑤ チームベンチ：ピッチ上本部からフィールドに向かって
左側・・・対戦表の左（上）に記載されているチーム。
右側・・・対戦表の右（下）に記載されているチーム。
12．懲 罰
（1） 本予選会と全国大会とは懲罰規定上の同一競技会とみなし、予選終了時点で未消化の出場停止処分は
全国大会において順次消化する。ただし、警告の累積による場合を除く。
（2） 本大会は、公益財団法人日本サッカー協会「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。
（3） 大会規律委員会の委員長は一般社団法人中国サッカー協会女子委員長とし、委員については委員長が決
定する。
（4） 本大会期間中に警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（5） 本大会において退場を命じられた選手は、自動的に次の１試合に出場できず、それ以降の処置については大
会規律委員会において決定する
（6） 本実施要項に記載事項にない懲罰に関する事項は、大会規律委員会にて決定する

13．参加申込み
(1) １チームあたり 35 名(役員 5 名・選手 30 名)を最大とする。参加申込した選手最大 30 名の中から、試合
メンバー用紙提出時に選手最大 18 名を選出する。
(2) 参加チームは 2020 年 11 月 22 日（日）までに所定の参加申込書を、下記申込先にメール送信すること。
O30 中国大会【申込書】.xls → 参加申込書

メール

O30 中国大会【申込書】.xls → 同意書

郵送 or 当日持参

※ ユニフォーム広告掲示申請承諾書（コピー）

郵送 or 当日持参

(3) 申込先
〒706-0131 岡山県玉野市東紅陽台 2-19-128
一般財団法人岡山県サッカー協会女子委員長

丸本 明

携帯：090-9064-5927
E-mail：effronte@ms4.megaegg.ne.jp
(4) 参加申込書送付後の選手登録変更は認めない。ただし、役員の変更は認める。
14．参加費 参加費 20,000 円(大会当日持参のこと)
15．選手証
出場チームは、当該年度の公益財団法人日本サッカー協会の発行した登録選手一覧（写真が登録されたもの）
を印刷したものを持参すること。
16．組み合わせ 組合せは、昨年度の成績により決定する。
17．表 彰

優勝・準優勝チームに表彰状を授与する。また、優勝・準優勝のチームは、中国地域代表として、
2021 年 3 月 12 日から静岡県（時之栖）にて開催される全国大会への出場の権利と義務を有
する。

18．その他
（1）試合開始 90 分前にマッチコミッショナー、審判員、運営責任者によるフィールドインスペクションを実施する。
（2）試合開始 70 分前にマッチコミッショナー、審判員、チーム（監督・チームスタッフ等）、運営責任者によるミーテ
ィングを実施する。その際に、メンバー表(4 部)、選手証または選手登録一覧表、ユニフォーム（正・副）を持参
すること。
（3）マッチコーディネーションミーティングは原則、外で行う。（悪天候の場合は室内でも可能だが、密を避ける事）
（4）棄権の扱い
チームが試合開始時刻に競技場に到着していない時は棄権したものとみなし、相手チームを不戦勝とする。
・ 不可抗力による開催不能又は中止
試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合、当該試合の取り扱いについては、次の各号からマッチ
コミッショナーと主審と運営責任者との協議の上、決定する。
A) 90 分間の再試合
B) 中止時点からの再試合
C) 中止時点での試合成立
・ 中止試合の勝敗決定方法
前項の理由により試合途中で中止となった場合は、次の各号から勝者を決定する。
A) 中止時点で「得点数の多いチーム」を勝者とする。
B) 同点 (0 対 0 を含む の場合、抽選により順位を決定する)
（5）熱中症対策ガイドラインを適用し、対策を講じることとする。

（6）大会期間中の負傷及び事故については、各チームの責任において処理すること。また、医師及び救急用品の準
備は、各チームの責任において行うこと。
（7）宿泊については、各チームで対応すること。
（8）大会要項に規定されていない事項については主催協会と主管協会において協議の上、決定する。
（9）観戦について
当該試合の選手の家族のみ観戦を許可とし、チームが管理する。
（10）感染防止対策について
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、以下の項目に該当する場合は自主的に参加を見合



わせること。


当日は、発熱（37.5 度以上）、咳、咽頭痛などの風邪症状がある



体調が良くない



同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる



過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又
は当該在住者との濃厚接触がある



チームベンチは密集、密接を避けるよう配慮し、マスク着用など感染防止に努めること。

チーム内共有について
① 当日参加する選手・スタッフ全員がマスクを着用すること。
② 当日参加する選手・スタッフ全員の「健康チェック名簿一覧表」を提出すること。
③ 競技会に参加する上で、一般財団法人岡山県サッカー協会が示す【注意事項】を遵守すること。
④ ベンチ内ではマスクを着用し、密集にならないようにすること。※ウォームアップ、練習においてはマスクを着用
しなくても良い。
⑤ テクニカルエリアで指示を出す場合は、マスクを外してもよい。
⑥ スクイーズボトルは、回し飲みを行わないように個別にすること。口を直接つけない場合も呼気がかかる場合
があるため人数分を確保し、管理を徹底すること。



本大会に関する問合せ先
一般財団法人岡山県サッカー協会
女子委員長 丸本 明
携帯

090-9064-5927

E-mail effronte@ms4.megaegg.ne.jp

