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JFA U-12 ガールズゲーム 2021【中国】 

広島県予選会要項 

 
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 年代の女子選手のプレー

環境を充実させることに努める。 

また、大会を通してさらなる女子選手の普及と 4種委員会の連携強化を目指す。 

2.名称  JFA U-12 ガールズゲーム 2021 【中国】広島県予選会 

3.主催  

  

公益財団法人 広島県サッカー協会 

4.主管  

  

公益財団法人 広島県サッカー協会第４種委員会 ・第４種委員会女子部 

5.日程     2021年 10月 16日（土） 

  

6.会場    三次運動公園陸上競技場（天然芝） 

 

 7.参加資格  

(1) 「参加チーム」は、単独チーム又は合同チーム。  

(2) 「参加選手」は、普及施策の為、サッカー協会の登録有無は問わない。  

  

8.参加募集チーム 

(1)  広島県下より 12チームを募集する。申し込み多数の場合は先着順とする。 

(2)   申し込みのあったチームで広島県予選会を実施の上、中国大会進出チーム（3枠）を決する。 

 予選会上位 3チームは、JFA U-12 ガールズゲーム【中国】2021(※)の出場義務を有する。 

 

 (※) JFA U-12ガールズゲーム【中国】2021 

   日 程 2021年 12月 11日(土)・12 日(日) 

  会 場 シティライトスタジアム(岡山県岡山市北区いずみ町 2-1-11） 

  助 成 JFAより中国大会出場チームの選手に宿泊補助金の支給あり。 

   但し 1チームあたり 16人を上限とし、選手 1人あたり 5,000円の支給。 

 

(3)  予選会参加チームが 4チーム以上 12チーム未満の場合は、チーム数に応じて予選会形式を主管 

 により協議、決定し予選会を行う。 

(4)  予選会参加チームが 3チーム以下の場合は、自動的に参加全チームが中国大会進出とする。 

 この場合は、広島県予選会は行わない。（あらたな募集は行わない。） 

 

9.予選会形式  

(1) 予選会形式  

・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。   

・2次ラウンドは、1 次ラウンドの各グループ上位 1 チームによるノックアウト方式の決勝トーナ

メントを行い、優勝・準優勝・第 3 位・第 4位チームを決定する。  



- 2 -  

・各グループ 2位、3位チームは、同順位同士のフレンドリーマッチを行う。 

 （組合せについては、同地区同士の対戦は避けるよう考慮し、予選会本部で決定する。） 

(2) リーグ方式の順位決定方法 

勝利 3点・引分 1点・敗戦 0点の勝点の多い順とする。なお、勝点の合計が同一の場合は、以下

の項目に従い順位を決定する。  

① 全試合の得失点差（総得点－総失点）  

② 全試合の総得点  

③ 当該チーム同士の対戦成績（勝敗）  

④ ①～③の全項目において同一の場合は、抽選により決定する。  

 

10.競技規則  

2020/2021(公財)日本サッカー協会制定の「8人制サッカー競技規則」に準ずる。  

 

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 

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 以下 

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 4号球 公式認定球 

(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 ：1 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：4名以下（帯同審判員を含む） 

ベンチ入りするチーム役員のうち 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が望ましい。  

(5) 審判員  

主審 1名により行う。当該チームの帯同審判員が対戦表割当のもと交代で行う。  

(6)  テクニカルエリア：設置しない。  

(7)  競技者の用具  

① ユニフォーム 

参加チームは、正副 2色のユニフォームを用意すること。  

但し、準備出来ない場合はビブス使用も可とする。(ビブスは各チームで準備すること）  

② アンダーシャツ・アンダーショーツおよびタイツの色は問わない。 

③ 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よい。 
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(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。  

リーグ戦およびフレンドリーマッチの場合：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(3人制。決しない場合 

は 4人目からサドンデス方式。)により勝利チームを決定する。 

資格のある競技者は、ペナルティーマークからのキックの進行中にいつでもゴールキーパー 

と入れ替わる事が出来る。その時のユニフォームはそのままでよい。  

ペナルティーキック方式に入る前のインターバル：1分  

(9)  競技者の出場制限  

事故・ケガ等で出場困難になった場合を除き、参加選手全員が出場する。  

(10）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フィールドのどこからでも 

  離れてもよい。 

(11) 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。  

  

12.懲罰  

(1) 予選会規律委員会  

予選会規律委員会の委員長は広島県サッカー協会第 4種委員長とし、委員は委員長が任命する。  

(2) 警告・退場  

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

予選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。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、予選会規律委員会にて決定する。  

  

13.大会参加申込  

1チームあたり選手 8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 2021 年 9月 10日（金）までに下記へメール送信を

すること。 

  ＜JFA U-12 ガールズゲーム 2021【中国】広島県予選会申し込み先＞ 

  広島県予選会窓口担当 （公財）広島県サッカー協会 第 4種委員会女子部 

事務局長 山田 大介 

               E-mail  ekiyanishifc@yahoo.co.jp 
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14.参加料    

１チームあたり参加費を 5,000円徴収する。予選会当日、受付時にて支払うこと。 

 

15.表彰  

優勝・準優勝・第 3位・第 4位を表彰する。  

 

16.傷害保険  

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｡   

大会期間中、選手に疾病・傷害が発生した場合、予選会本部は応急処置のみ行うものとする。  

  

17.お問合せ窓口  

 本大会の広島県予選会および中国大会についてご不明な点やご質問がある場合は、以下まで 

メールにてお寄せください。 

運営委員長  （公財）広島県サッカー協会 第４種委員会女子部 

        部長 森中 祐子 

        携帯  090-7975-1187 

（＊緊急時のみ。平日は 18 時以降対応。） 

               E-mail ninoshima_sc@yahoo.co.jp 

 

18.その他 

(1) 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。  

(2) 大会開会式は行わない。 

(3) 予選会におけるコロナウイルス感染防止対策ガイドラインについては別途、参加申込みのあったチー

ムへ主管より周知する。 

(4) 以下の場合は予選会前、予選会中に関わらず中止になる可能性がある。 

① 政府から、全国または広島県に緊急事態宣言が発出された場合 

② 広島県知事から、イベント(大会)自粛用要請、その他大会中止に関わる要請が出た場合 

③ 選手および関係者のウイルス感染による活動制限が発生した場合 等 

  ※すべての最終判断は、広島県サッカー協会、保健所、広島県、関係各所と相談の上、安全第一を 

原則として予選会本部が決定する。 

 

 感染対策責任者  （公財）広島県サッカー協会 第４種委員会女子部 

     副部長 楢崎 裕基 

               E-mail h-narazaki@jfe-steel.co.jp 

 

運営委員長  （公財）広島県サッカー協会 第４種委員会女子部 

        部長 森中 祐子 

               E-mail ninoshima_sc@yahoo.co.jp 

 

    予選会委員長  （公財）広島県サッカー協会 第４種委員会 

       委員長 東 一哉 

               E-mail kazujyaken32804@yahoo.co.jp  

                                          以上 
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