
第２回長崎県U-12少女交流サッカー大会	 実施要項  
 
 
                                                          	 	 	 	 	 （一社）長崎県サッカー協会 

会	 	 	 長	 	 小嶺	 忠敏 
                                                         	  	 	 	 	 	 女子委員長    林田	 成穣 

 （公印省略） 
 
 
１．主	 	 催	 	 	 （一社）長崎県サッカー協会 
 
 
２．主	 	 管	 	 	 （一社）長崎県サッカー協会女子委員会 
 
 
３．期	 	 日	 	 	 平成２７年１０月２４日（土）・２５日（日） 
 
４．会	 	 場      	 長崎外国語大学グランド	 
	 	 	 	 	 	 	 	  	  
５．参加資格	 （１）チーム：２０１５年度に女子加盟登録した団体（チーム）であること。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 チーム登録はないものの、選抜としてのチーム参加を認める。 
	 	 	 	 	 	 	 （２）選	 手：２００３年４月２日以降に生まれた１２歳以下の女子（所属するチームの 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 種別は問わない）	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 （３）選手証：参加選手は試合会場に，財団法人日本サッカー協会選手登録証（写真付）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を持参すること。選手登録証を持参しない選手は試合に出場できない。 
 
 

６．競技方法	 （１）予選リーグを行い、各リーグ上位２チームによるトーナメント戦により優勝を	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 決める。尚、参加チームが６チーム以下の場合には、総当たりリーグ戦により	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 優勝を決める。	 

	 	 	 	 	 	 	 （２）試合時間は３０分とし，ハーフタイムにおけるインターバルは５分間とする。 
	 	 	 	 	 	 	 （３）リーグ戦は，勝ち点（勝３点，引き分け１点，負０点）により順位を決める。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 勝ち点が同じ場合は，当該チームの直接対決の勝敗，得失点差，総得点，総失点の	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 順により決める。それでも決まらない場合は，抽選により決定する。	 

	 	 	 	 	 	 	 （４）決勝トーナメント及び３位決定戦で同点の場合は、延長戦を行わずＰＫ方式により	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 勝敗を決定する。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 決勝戦で同点の場合は、５分間の休憩の後、１０分間の延長戦を行う。尚決しない	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 場合は、ＰＫ方式により優勝を決める。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
７．競技規則	 （１）日本サッカー協会制定の「JFA８人制サッカー競技規則」による。ただし，以下に	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ついては大会要項を優先する。 
	 	 	 	 	 	 	 （２）試合コートについては縦６８ｍ×横５０ｍとする。	 

 
（３）試合登録選手数は20名（但し登録選手数が20名に満たないチームは試合登録選手数） 

とし、交代は最大限6名までの自由な交代とする。 
  （４）試合成立人数は８名とし，７名以下になった場合は負けとする。 



	 	 	 	 	 	 	 （５）試合球は４号縫いボールとする。(本部で準備)	 

	 	 	 	 	 	 	 （６）ゴールは簡易ゴールとする。 
  （７）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 

置については大会の規律委員会で決定する。 
（８）本大会において累積して２度の警告を受けた選手は，次の１試合に出場できない。 

 
      

８．表	 	 彰  （１）優勝チーム，準優勝チーム，３位チームに，それぞれ賞状を授与する。 
	 	 	 	 	 	 	 （２）大会の優秀選手（１０名程度）に，賞状を授与する。	 	 	  
 
 
９．抽 選 会        組み合わせ抽選会は，出場チーム確定後(一社)長崎県サッカー協会にて決定する。	 

決定後参加チームあて送付する。 
 
 
１０．参 加 料        ６，０００円（大会当日、大会本部に支払いください） 
 
 
１１．そ の 他	 （１）開会式は行わない。閉会式は決勝終了後実施します。 
	 	 	 	 	 	 	 （２）ユニホームは２着用意し，持参すること。 
	 	 	 	 	 	 	 （３）審判は帯同とし，必ず責任をもって試合を受け持つこととする。審判服を着用する	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 こと。 
（４）大会参加者は，各自でスポーツ障害保険等に加入し，事故，傷害に備えるものと	 

	 	 	 する。 
（５）平成２７年１１月２８日・２９日の両日，宮崎県において行われる第２回	 なでしこ	 

ＭＩＹＡＺＡＫＩカップへは本県より次の２チームが出場するものとする。	 

 
① 優勝チーム：本大会の優勝チーム。 
② 混合チーム：上記チーム以外の選手で，今年度行われた少女大会の優秀選手を	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 中心に本県Ｕ－１２監督が選出した選手により編成されたチーム。 
 

１２．参加申込	 	 	 参加申込書に登録しうる選手数は２０名とし，所定の申込用紙にご記入の上， 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０月１６日（金）までに，電子メールで下記に送付してください。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※メンバー表作成のため、必ず電子メールでの申し込みをお願いします。	 

 
                      〒８５１－２１２７  

西彼長与町高田郷２２０８－１１１	 	 	 宮崎	 俊彦	 宛  
TEL/FAX	 	 	 ０９５－８５６－６７８７  
Ｅ－mail	 	 	 nj7-tmiyazaki@mxb.cncm.ne.jp 
 
 
 
 
 
 


