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2021年度 山口県Ｕ－１２女子地区別交流サッカー大会 開催要項 

 

 １  目  的    山口県内のより多くのU-12女子のプレー環境を充実させ、選手の育成・強化を図り、女子サ

ッカーの発展を目指す。また、大会を通してさらなる地区間の連携強化を目指す。 

 

 ２ 名  称   2021年度 山口Ｕ－１２女子地区別交流サッカー大会 

 

 ３ 主  催   （一社）山口県サッカー協会 

 

 ４ 主  管   （一社）山口県サッカー協会 第４種委員会 女子部 

 

 ５  期  日   ２０２１年 １０ 月 ２ 日（土） ・ １０ 月 １６ 日(土) 

 

 ６ 会  場   宇部市 ： ときわ公園サッカー場 

             755-0001 宇部市大字沖宇部字常盤１番１号   ℡ 0836-22-3360 

山口市 ： やまぐちサッカー交流広場  

747-0342  山口市徳地船路８９０            ℡ 0835-56-0888 

 

 ７ 参加資格及び出場チーム 

(1) チームは以下のいずれかによる。 

‘ア 山口県に所属される単独チーム。 

‘イ 同地区内でU-12チームによる合同チーム。 

‘ウ 上記ア、イのチームに参加できない選手を加えたチーム。 

※ いずれのチーム編成においても複数チームの出場を認める。(○○チーム A/、○○チームB 等) 

‘(2) 選手の登録は問わない。 

‘(3) チーム登録選手数は６名以上１６名以内であること。 

‘(4) 選手はスポーツ安全協会傷害保険、またはそれに相当する保険に加入していること。 

‘(5) 選手は健康であり、大会参加について保護者の同意を得ていること。 

 

 ８ 大会形式 

‘(1) 1次ラウンドの組合せについては、大会事務局にて決定する。（新人大会参考） 

・初日：リーグ方式。 

・２日目：リーグ成績による順位トーナメントを行う。 

(2) リーグ方式の順位決定方法 
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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、暫定PK方式の結果により決定する。 

 

 ９ 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。 

 

10 競技会規定 

以下の項目について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 

ペナルティーエリア      ：12m 

ペナルティーマーク      ：8m 

ペナルティーアークの半径  ：7m 

ゴールエリア          ：4m 

センターサークルの半径   ：7m 

‘(2) 試合球 

株式会社モルテン ４号球 を使用。(主催にて準備) 

‘(3) 競技者の数 

‘① １チーム８人の競技者によって行われる。チームの競技者のうち１人はゴールキーパーとする。 

‘② 登録できる交代要員および交代の最大人数は８名とし、交代して退いた競技者は交代要員とな

り、再び出場することができる。交代の回数は制限されない。 

‘③ 本大会において、６人に満たない場合は試合を開始しない。その場合、得点を0－3として敗

戦したものとみなす。ただし、新型コロナウイルスの影響により5名の場合は当該チームの意

向を確認のうえで実施可否を判断する。 

‘④ 試合は常に 8 人対 8 人で行うこととする。けが等でピッチ外に出る場合は、必ず補充してか

ら試合を始める。試合中にけが等により交代要員がいなくなり8人に満たなくなった場合、そ

のまま続行する。 

‘(4) チームの役員の数 

・ベンチ入りできるチームの役員の数 ： 交代要員8名、引率指導者2名以上3名以下とする。 
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・その都度ただ1人の引率者のみが戦略的指示等を伝えることができる。 

‘(5) 審判員 

・1人審判制により行う。当該チームの帯同審判が行う。 

‘(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。 

              但し、準備出来ない場合の対応は、ビブス使用可 (チームで準備) 

             ・選手番号参加選手ごとに大会登録された番号を使用する。 

・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。 

・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。 

 

‘(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。 

            ・リーグ方式の場合は、引き分けとし、暫定PK戦を行う。(勝2点、敗１点) 

            ・順位トーナメント方式の場合 ： 決勝戦以外は延長戦を行わず、ペナルティーキック

方式により勝利チームを決定する。決勝戦は、延長10分 (5分-5分-5分)を行い、

勝利チームを決定する。 

            ・ペナルティーキック方式の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ことができる。 

(ペナルティーキック方式に入る前のインターバル ： 1分) 

‘(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、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、し合い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 
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           ・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。 

 

11 懲罰 

‘(1) 大会規律委員会の委員長は(一社)山口県サッカー協会第４種委員長とし、委員は委員長が任

命する。 

‘(2) 警告・退場 

          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。 

          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。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す

る間は、し合いを停止する。 

‘(3) YFA諸規定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。 

 

12 参加料   １１,０００円 (税込み) 

 

13 参加申込 

‘(1)  9月１１日(土) 必着にて下記、①と、②の手続きを行うこと。 

①参加申込書原紙、プライバシーポリシー同意書を郵送にて提出。 

②参加申込書エクセルデータをメールにて提出。 

            【提出先】 755-0026 山口県宇部市松山町5丁目2番16号 

沖田 伊壽夫   携帯 090-1685-9571 

e-mail ： i-okita@space.ocn.ne.jp 

 

‘(2) 参加料は、９月１０日(金)までに下記銀行口座にチーム名にて振り込むこと。  

 (振込手数料は各チームでご負担お願いします) 

 

銀行・支店名    山口銀行 山口支店 

口 座 番 号    ５０８８０７３ 

口  座  名     一般社団法人山口県サッカー協会 女子U-12 

 

14 組合せ抽選 

           2021年９月14日 大会事務局にて行い、決定後、関係チームへ連絡する。 

 

mailto:i-okita@space.ocn.ne.jp
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15 大会中止について 

以下の場合は、大会前、大会中にかかわらず中止になる可能性がある。 

‘(1) 政府から、全国または山口県に緊急事態宣言が発出された場合。 

‘(2) 山口県知事から、イベント(大会)自粛要請、その他大会中止に関わる要請が出た場合。 

          ※すべての最終判断は、(一社)山口県サッカー協会・保健所・関係各所と相談のうえ、安全

第一を基本に大会本部が決定する。 

 

16 その他 

(1) 各チームは、当該チームを指導掌握し、責任を負うことのできる引率責任者がいること。複

数チームの兼務は認めない。 

(2) 申込み後の選手の変更は原則として認めない。ただし、疾病、傷害の場合は診断書を添えて

大会当日の受付にて、(一社)山口県サッカー協会第4種委員長まで申請すること。 

(3) 参加についての費用は各チーム自費とする。 

(4) 大会中の選手の傷害事故については、関係チームで処置すること。 

(5) 開・閉会式は行わない。 

(6) 1位～3位のチームは、12月11日～12日、岡山県にて開催される、JFA U-12ガール

ズ・ゲーム2021へ山口県代表として出場する。 

 

 

 

連絡・問合せ先 

一般社団法人山口県サッカー協会第４種委員会 

女子部長  沖田 伊壽夫  携帯 090-1685-9571 


