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JFA U-12ガールズゲーム 2021中国 

大会要項 

 
1.趣旨  多くの女子選手が、それぞれの年代・レベル別に応じた環境で、年間を通じてプレー環境

が提供されるよう、「Players First」を念頭におき、U-12年代女子選手のプレー環境を充実

させることを通して普及に努め、女子の登録人口（人数）の増加をめざす。  

 

2.名称  JFA U-12ガールズゲーム 2021中国  

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 岡山サッカー協会 

5.後援  

  

公益財団法人 日本サッカー協会 

6.日程     2021年 12月 11（土）～ 12月 12日（日）  

  

7.会場    岡山県総合運動公園陸上競技場（シティライトスタジアム） 

        岡山市北区いずみ町 2-1 

       TEL：086-253-3950   岡山県総合運動公園 

 

  

8.参加資格  

(1) 「参加チーム」は、中国地域内の県単位とし、県サッカー協会選出の単独または合同チームとする。  

(2) 「参加選手」は、12歳以下の小学生女子選手とする。日本サッカー協会の登録有無は問わない。 

ただし、小学 3年生以下の出場は認められない。 

(3)  参加選手は健康かつ、保護者の同意を得たものでなければならない。 

(4) 参加チームの責任において、選手は傷害保険に加入すること｡   

 

9.参加チームとその数 

参加チーム数は各県協会より推薦または選出されたチームとする。また、各県の参加チーム数は以下の通り

とする。  

地域  参加チーム数  内   訳  

中国 12チーム 島根 1   鳥取 1   岡山 4   広島 3   山口 3 

 

10.大会形式  

(1) 大会形式  

・1次ラウンドは、出場 12チームを 3チームずつの 4 グループに分け、1回戦総当リーグ方式により順位を

決定する。 尚、グループ分けについては開催県事務局にて決定する。 

https://www.okayama-momo.jp/
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・2次ラウンドは、1 次ラウンドの 1位 4チームによる決勝トーナメント、2・3位チームによる順位決定トーナメ

ントを行う。2次ラウンドは、ノックアウト方式とする。決勝トーナメント進出チームより優勝・準優勝・第 3 位・

第４位チームを決定する。  

(2) リーグ方式の順位決定方法 

① 勝点（勝 3点・引分 1点・敗 0点） 

② 全試合の得失点差（総得点－総失点）  

③ 全試合の総得点  

④ 当該チーム同士の対戦成績（勝敗）  

⑤ ①～④の全項目において同一の場合は抽選  

  

11.競技規則  

大会実施年度の(公財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」および「8人制サッカー競技規則」に

よる。  

 

12.競技会規定  

以下の項目については本大会規定を定める。 また、JFA諸規程および本記載事項にない事例に 

関しては、中国第 4種委員会にて決定する。  

 

(1) 競技のフィールド 

サイズは以下の通りとする。  

フィールドの大きさ：  長さ(タッチライン)68m × 幅(ゴールライン)50m 

ペナルティーエリア：  12m  

ペナルティーマーク：   8m  

ペナルティアークの半径：   7m  

ゴールエリア：    4m  

センターサークルの半径：   7m  

(2) 試合球  

株式会社ミカサ ALMUNDO（FT450B-PV）を使用する。 

(3) 競技者の数  

① 競技者の数：8名（内 1人はゴールキーパー） 

② 交代要員の数：4名以上 8名以下  

(4) チーム役員の数  

ベンチ入りできるチーム役員の数：2名以上 5名以下（帯同審判員を含む） 

チーム役員の内 1名以上が D級ライセンス以上を有すること。 

(注）チーム役員の指導者の内 1名以上は女性とすること。  

(5) 審判員  

主審 1名、補助審判 1名により行う。当該チームの帯同審判が前後半交代で行う。 

また、帯同審判員は有資格者であること。 

(注）帯同審判員は、ユース審判員または女性審判員が望ましい。 

(6)  テクニカルエリア：設置しない。  
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(7)  競技者の用具・ユニフォーム  

① 参加チームは、正副 2色のユニフォームを用意することが望ましいが、1色＋ビブス対応も 

可能とする。ビブスは参加チームで準備すること。 

② 審判員は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判別しがたいと判断したときは、両

チームの立ち会いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。  

③ 前項の場合、審判員は、両チームの各 2組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツ 

及びソックスのそれぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定することができる。 

④ ユニフォームのデザイン、ロゴが異なっていても、本競技会主催者が認める場合、主たる色が同系色

であれば着用することができる。 

⑤ アンダーシャツ、ショーツ、タイツの色は問わない。ただし、原則としてチーム内で同色の 

ものを着用する。また、紺色，濃紺等は使用を避ける。 

⑥ ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、ソックスと同色

でなくても良い。 

⑦ 参加選手ごとに大会登録された番号を使用する。  

(8) 試合時間  

① 30分（15分-5分-15分）とする。  

② 試合時間内に勝敗の決しない場合は、以下の通りとする。  

・リーグ方式の場合：引分け。  

・ノックアウト方式の場合：延長戦は行わず、ペナルティーキック方式により勝利チーム 

を決定する。  

・ペナルティーキック方式に入る前のインターバル：1分  

③アディショナルタイムの表示：行わない。 

(9）交代の手続き  

① 交代して退く競技者は、交代ゾーンからフィールドの外に出る。  

② 交代要員は、交代ゾーンからフィールドに入り、競技者となる。  

③ 交代は、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中にかかわらず行うことができる。  

④ 交代は、主審、補助審判の承認を得る必要はない。  

⑤ ゴールキーパーは、事前に主審に通知した上で、試合の停止中に入れ替わることができる。  

その際、ゴールキーパーのユニフォームはビブスを代用してもよい。 

※ 交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを 

  離れてもよい。 

(10)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。  

  

13.懲罰  

(1) 大会規律委員会  

本大会は、（公財）日本サッカー協会の「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。 

大会規律委員会の委員長は中国サッカー協会第 4種委員長とし、委員は委員長が任命する。  

(2) 警告・退場  

① 本大会期間中に警告を 2回受けた選手は、本大会の次の 1試合に出場できない。  

② 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

は規律委員会において決定する。 
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③ 競技者が退場を命じられた場合は、その競技者のチームは交代要員の中から競技者を補充することができ

る。主審は競技者が補充されようとしている間は、試合を停止する。  

(3) ＪＦＡ諸規程および本記載事項にない事例に関しては、大会規律委員会にて決定する。  

  

14.大会参加申込  

(1) 1チームあたり選手は、12名以上 16名以下とする。 

参加チームは、参加申込書に必要事項を記入し各県 4種委員長を通じて、2021年 11月 10日（水）ま

でに下記大会運営責任者（小松）までメールで送信すること。 

なお、メンバー提出用紙は、各チームにて必要枚数プリントアウトして持参すること。  

(2) 「写真・映像・個人情報の使用について」「プライバシーポリシー」の同意書を作成し、当日の 

代表者会議に持参すること。  

(3) 傷病を理由とする参加選手の変更は認めることとし、大会当日の監督会議までに、（一社）中国 

サッカー協会第４種委員長まで、医師が発行する診断書を添えて申請すること。 

    また、不測の事態で参加選手が 12人に満たない場合は中国常任委員会で大会参加の可否を決定 

する。 

大会運営責任者 （一財）岡山県サッカー協会第 4種委員会 

      （問い合わせ先）  委員長 小松 賢司 

      携帯   090-7777-4001 

                   e-mail  k105@nifty.com 

 

    事業統括    （一社）中国サッカー協会第 4種委員会 

                     委員長 堀江 博生 

                          携帯  090-2802-3554 

 

15.参加料    無料 

 

16.表彰  

優勝・準優勝・第３位・第４位を表彰する。  

 

17.宿泊  

(1) 参加チームの宿泊費については 1チーム選手 16人を限度として、￥5,000／人 JFAから 

補助される。  

(2) 宿泊する場合には、参加各チームで岡山市内の宿泊施設を予約・利用すること。 

その際、1室の宿泊人数を少なくするなどコロナ禍に配慮した部屋割りに留意すること。 

        

18.大会の中止等について 

以下の場合は、大会前、大会中にかかわらず中止等にする可能性がある。 

(1) 政府から、全国、中国地域、岡山県に緊急事態宣言が発出された場合。 

(2) 岡山県知事から、インベント（大会）自粛要請、その他大会中止等に関わる要請がでた場合。 

(3)  選手等のウイルス感染等による活動制限が発生した場合等   

※ すべての最終判断は、中国サッカー協会・岡山県サッカー協会・保健所・岡山県等、関係各所 

  と相談の上、安全第一を基本に大会本部が決定する。 
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19.その他  

(1) 大会期間中、選手に疾病・傷害が発生した場合、主管 FAは応急処置のみ行うものとする。 

(2) 荒天等の場合は、計画した試合スケジュールを調整し柔軟に対応する。 

(3) 新型コロナ感染症予防のため、別途「新型コロナ感染症予防対策について」を送付するので、 

  選手・指導者のみならず、応援する者（保護者）にも内容の周知について徹底すること。 

(4)「開会式」は、行わない。試合開始時刻に合わせて来場すること。 

(5) 代表者会議には各チーム必ず 1名が参加すること。 

  【場所：シティライトスタジアム大会本部  開始時間：10時】 

(6)「閉会式」には、1位から 4位のチームが参加すること。 

(7) 弁当については大会事務局で対応するので登録の際に別紙にて申し込むこと。 

 

 


