
第 26 回 ⼤阪⼥⼦ジュニアユースサッカー⼤会要項（案） 
 
１．主催 

（⼀社）⼤阪府サッカー協会 
２．主管 

（⼀社）⼤阪府サッカー協会 ⼥⼦委員会 U-15 部会 
３．協⼒ 

（⼀社）⼤阪府サッカー協会 ⼥⼦委員会 登録チーム 
４．⽬的 

⼤阪府内における中学⽣・⼩学⽣年代の⼥⼦サッカーの技術向上と健全な⼼⾝の育成を図り、広く⼥⼦サッ
カーの普及と振興に寄与することを⽬的として(公財)⽇本サッカー協会の登録選⼿を対象とした単独チー
ムならびに合同チームの⼤会として実施する。また、各チーム指導者・選⼿の審判技術の向上と指導の向上
を⽬的とした研鑽の場とする。 

５．⽇程 
2020 年 11 ⽉ 28 ⽇（⼟）、29 ⽇（⽇）、12 ⽉ 5 ⽇（⼟）、6 ⽇（⽇） 

６．会場 
2020 年 11 ⽉ 28 ⽇（⼟）、29 ⽇（⽇） J-GREEN 堺 S15、S16（２⾯） 

     2020 年 12 ⽉ 5 ⽇（⼟）、6 ⽇（⽇） J-GREEN 堺 S8（１⾯） 
７．参加資格 

(1)チーム：2020 年度(公財)⽇本サッカー協会に⼥⼦登録した単独チームあるいは合同チームであること。
あるいは、(公財)⽇本サッカー協会に登録した３種のチームに所属する⼥⼦の選⼿で編成された単独チ
ームあるいは合同チームであること。4 種登録された⼩学 5・6 年⽣については、上記チームに⼤会エン
トリーされた場合参加できる。ただし、⼩学⽣選⼿のみのチームは参加できない。また、単⼀チームで 16
⼈を超えたチームの合同チームでの参加はできない。 

(2)選⼿：本年度学齢が中学 3 年⽣〜⼩学 5 年⽣であり(公財)⽇本サッカー協会に登録した選⼿であること。 
選⼿は⼤会までに(公財)⽇本サッカー協会に登録しているチームに所属する選⼿に出場資格を与える。 

(3)外国籍選⼿：特に制限しない 
８．競技形式 

競技形式 リーグ戦⽅式11/28.29、トーナメント形式12/5.6を採⽤予定。（参加チーム数によって決定する。）
2019 年度ドリームリーグの成績、参加申込み順を参考に U15 部会にて対戦を決定する。⼤会実施年度の(公
財)⽇本サッカー協会競技規則による。 
但し、以下の項⽬については本⼤会規定を定める。 
(1) 試合時間：全試合 50 分（25 分-5 分-25 分）インターバルは 5 分 
(2) 同点の場合の勝敗決定⽅法：トーナメント戦において勝敗が決しなかった場合は、1 ⼈⽬からサドンデ

スによる PK⽅式にて勝敗を決定する。ただし決勝戦は 5 ⼈での PK⽅式にて勝敗を決する。 
(3) 各試合の登録選⼿数：18名まで（⼤会登録選⼿制限なし） 
(4) 交代できる数：5名 
(5) 交代要員の数：7 名 
(6) テクニカルエリア：設置する｡戦術的指⽰はテクニカルエリア内からその都度ただ 1 ⼈の役員が伝える

ことができる｡ 
(7) ベンチに⼊ることができる⼈数：13名（交代要員 7名、役員は登録者の中で 5名） 
(8) 退場の選⼿：本⼤会において退場を命じられた選⼿は次の 1 試合に出場できず、それ以降の処置につい



ては（⼀社)⼤阪府サッカー協会⼥⼦委員会規律フェアプレー委員会の招集により別途協議し、対処する
こととする。 

(9) 本⼤会期間中：警告（本⼤会）を 2 回受けた者は、次の 1 試合に出場できない。 
(10) 装⾝具：⼀切の装⾝具の着⽤を禁⽌し、装⾝具を覆うテープの使⽤も不可とする。 
(11) 飲⽔タイム：主審の判断により実施する。 

９．審判及び記録：各チーム指導者・選⼿の審判技術の向上のため主審、副審 2名と四審については帯同審判に
より指定されたチームが⾏う。（３位決定戦、決勝戦については主審のみ派遣を検討する。）但し主審、副審・
四審は 2020 年度公認審判資格者とする。記録については本⼤会は⾏わない。（必要なチームは各チームにて
⾏うこと）マッチミーティングを第 1 試合は試合開始の 60 分前、第 2 試合以降は前の試合のハーフタイム
に⾏う。 

10. 参加申込：⼤会参加のため、エントリー表を 2020 年 10 ⽉ 31 ⽇(⼟)までに提出する。 
  １２チームを予定。（参加数が少ない場合は複数チーム参加いただくこともある。） 
提出先：U-15 部会 林部雅司 m.hysb@mac.com 
       CC：穂積⼀ hozumi1@gmail.com 柿原光弘 mitsuhiro.kakihara@gmail.com 

11. 参加費⽤：１チーム 20,000円とする。11 ⽉ 9 ⽇(⽉)までに下記へ振込むこと。 
  （振込先）三菱東京ＵＦＪ銀⾏ ⽟出⽀店 （普通）０１１９７９７ 

⼀般社団法⼈ ⼤阪府サッカー協会 ⼥⼦委員会 委員⻑ 穂積 ⼀ 
※振込⼈の記⼊欄には、略称で結構ですので、必ずチーム名を記⼊してください。 
事業コード 430 に続いてカタカナ 9⽂字以内でチーム名を明記してください。 
「430○○○○○○○○○」 

12. 表彰：優勝・準優勝・第３位に賞状と記念品を授与する。 
13. 選⼿エントリー：第 1 試合は試合開始 60 分前までに第 2 試合以降は前の試合のハーフタイムのMCM時に   

本部へメンバー表 3 部と選⼿証または電⼦証明証を提出する。試合毎の登録は 18名までとし、先発に○、
サブに△をつける。 

14. 試合の成⽴ 
・試合開始時に 8名未満の場合は棄権とする。 
・試合経過途中で選⼿数が 7 名未満になった場合、棄権とする。 
・中学⽣年代の選⼿が半数同時出場していること。下回った場合、棄権とする。 
・棄権が⽣じた際トーナメントの試合スコアは 0-5 とする。リーグ戦の場合は、当該チームの対戦成績はすべ

て無効とする。 
15. 警告･退場等 
 ・⼤会期間中に、警告を 2 度命じられた選⼿は、次の 1 試合は出場停⽌となる。 

・累積警告が 2 度⽬となった選⼿は 2 試合の出場停⽌とする。 
・試合中に退場を命じられた選⼿は、最低次の 1 試合は出場停⽌となる。 
・その後の処置については⼤阪府サッカー協会⼥⼦委員会規律・フェアプレー委員会あるいは⼤会運営委員会

にて協議し対処する。 
・但し、2 試合以上の出場停⽌になるような重要事項の場合は、別途（⼀社）⼤阪府サッカー協会規律・フェ

アプレー委員会にて出場停⽌試合数を決定する。 
16. 試合報告、審判報告 
 ・試合責任者は試合終了後、試合責任者報告書を記⼊し、会場責任者に提出する。 

・警告、退場等重要事項が発⽣した場合は、担当主審が審判報告書を会場責任者へ報告する。 
17. チームの役割： 



・主審担当チームは、第四審判の役割も担っている。 
・副審割当チームは副審 2名を担当する。 
・【メンバー表】と【選⼿証】との照合を⾏う。 (試合出場選⼿の登録の確認) 
・選⼿証の携帯および提出を基本とするが、何らかの理由で選⼿証の提出が出来ない場合については、電⼦登

録証（写真が登録されたもの）が確認できた場合は出場を認めるものとする。 
・審判担当チームはメンバー表、審判証、選⼿交代時の確認。 
・重要事項が発⽣した場合、【試合記録報告書】に詳細を記⼊し会場責任者へ渡す。 
・試合終了後、速やかに試合結果を U-15 部会林部⽒までメールで報告する。m.hysb@mac.com 

18, 会場責任の役割： 
 ・各会場の準備・⽚付けや施設使⽤にあたっての管理責任を持つ。 

・試合時間が遅れることのないように、タイムキーパーを⾏う。 
19. 試合結果、報告宛先：U-15 部会林部⽒までメールで報告する。m.hysb@mac.com 
20. ボ ー ル：5号、検定球(公認球)を使⽤する。両チームより持ち寄り主審が決定する。 
21. ユニフォーム 

・ユニフォームは正･副(GKを含む)の 2⾊を必ず⽤意しなければならない。ビブスなどでの代⽤はできない。 
・GKユニフォームは、FPとは明確に違う⾊を⽤いるものとする。またその際には、FPの 2⾊と重ならない

ようにしなければならない。 
・使⽤するユニフォームの決定はMCM時に主審が⾏う。（事前に当該チームにて打合せのこと） 
・アンダーシャツ、アンダーショーツを着⽤する場合、その袖の主たる⾊チーム内でそろえること。（バラバラ

は認めない。） 
・競技者の安全のために、⼀切の装⾝具の着⽤を禁⽌し、装⾝具を覆うテープの使⽤も不可とする。 

22. ⽇没や落雷時の再試合について：※本来の規定とは異なるが、以下のように定める 
・⽇没･落雷等により試合続⾏が困難な場合は試合を中断し、再開を待つ。 
・⽇没・落雷などにより試合続⾏が困難な場合は⼤会を中⽌、または⼤会形式を変更する場合がある。 

23. スムーズな運営のための注意事項 
 ・グラウンド終了時間は 17時です。17時以降は別団体が使⽤するため、使⽤できません。 

・グラウンド使⽤時間に余裕がないためキックオフ時刻を厳守してください。 
・キックオフ時刻 5 分前に両チームキャプテンは本部前に集合しコイントスを⾏い、全試合終了と同時にチー

ム同⼠のあいさつは省略してキックオフを⾏ってください。 
・ハーフタイムは前半終了から後半開始まで 5 分間でお願いします。 
・試合終了後は整列後の礼のみで終了し、相⼿チームベンチへのあいさつはなしとします。 

24. そ の 他 
 ・負傷者については各チームにて対応する事とし、主催者及び主管者は⼀切の責任を負わない。 

・⼤会参加チームは必ずスポーツ傷害保険に加⼊している事。 
・チームベンチにはメンバー表に記⼊された指導者･登録選⼿のみとする。 
・チーム事情で⼤会に⽀障(当⽇棄権など)が⽣じた場合は規律･フェアプレー委員会にて後の処理を決定する。 
・本⼤会は全試合無観客試合とする。 
・JFA サッカー活動の再開に向けたガイドライン第７版（2020 年 10 ⽉ 12 ⽇作成）を遵守すること。 
・チーム指導者、選⼿等、健康チェックシートを必ず提出すること。（提出なき場合は競技場内には⼊ることは

出来ない。） 


