
第２２回群馬県少女サッカー選手権大会 
兼第２５回関東少女サッカー大会群馬県予選 

大会要項  
 

１. 目 的  群馬県における女子のサッカー技術の向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普

及振興に寄与することを目的とし、12歳以下の登録選手に参加する資格が与えられる大会とし

て開催する。 

２. 名 称  第２２回群馬県少女サッカー選手権大会兼第２５回関東少女サッカー大会群馬県予選 

３. 主 催  社団法人群馬県サッカー協会 

４. 主 管  社団法人群馬サッカー協会女子委員会 

５. 期 日  平成２４年1０月８日(月・祝) ・１３日(土) 予備日1４日（日） 

６. 会 場  伊勢崎市境ふれあい広場  予備日 吉井運動公園陸上競技場 

 

７. 参加資 

（１） チーム資格は、(財)日本サッカー協会に登録している単独チームを基本とし、登録の種別（４種、女子）は

問わない。1チーム２０名に満たない場合は合同・補充を認める。ただし選抜は認めない。 

（２） 選手資格は、(財)日本サッカー協会に登録している12歳以下の女子小学生であること。 

（３） 出場選手は、試合会場に登録選手証(写真付)を持参すること。持参しない選手は試合に出場できない。 

８. 競技方法 

（１）予選リーグ戦を行い、順位決定トーナメント・順位決定リーグにより決定する。 

（２）リーグ戦の順位決定は、勝ち点（勝-３点、分-１点、負-０点）による。勝ち点で順位が決定しないと

きは、失点差、当該チーム同士の対戦結果、抽選の順とする。 

（３） 順位決定トーナメントで同点の場合はＰＫ戦により勝敗を決定する。 

（４） 試合時間は40分とし、ハーフタイムのインターバルは5分間とする。 

９. 競技規則 

(1) 当該年度(財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。 

大会で使用する試合球は４号縫いボール(各チーム持寄り)とする。また、必要により飲水タイムをとること

がある。 

(2) グラウンドの大きさは縦66ｍ～80ｍ×横48ｍ～54ｍ。ペナルティーエリアはゴールライン上、ゴー

ルポスト外側へ12ｍ、その地点からゴールラインに直角に12ｍ。ゴールエリアはゴールライン上、ゴ

ールポスト外側へ４ｍ、その地点からゴールラインに直角に４ｍ。センターサークルは７ｍ。ペナルテ

ィーマークは８ｍ。ゴール(うちのり)の大きさは縦２.15ｍ×横５ｍとする。 

(3) 選手交代は、試合開始前に最大限9人までの交代要員の氏名を審判に通告しておき、主審の許可を得て

交代することができる。なお、交代選手としてベンチに退いた選手が再び交代選手として試合に出場す

ることができる。交代の回数に制限はないが、選手交代を繰り返すことが試合進行上の遅延行為となら

ないように配慮すること。 

(4) 本大会において退場を命じられた選手は、次の一試合に出場出来ず、それ以降の処置については大会の

規律フェアプレー委員会で決定する。 

(5) 本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の一試合に出場出来ない。 

(6) ベンチに入ることができる要員は、メンバー提出用紙で届けられた選手、およびコーチングスタッフ（３

名迄）に限る。 

(7) この大会の優勝チームは平成２４年１１月１７日(土)・１８日(日)に茨城県ひたちなか市でおこなわれる

『第２５回関東少女サッカー大会』に出場する権利を与える。 

 

 

１. ユニフォーム 

(1) ユニフォームには選手固有の番号をつけること。 

(2) 正の他に、異なる色のユニフォームを必ず携行すること。 

(3) パンツにも背番号と同じ番号をつけることが望ましい 

２. 審 判 

(1) 主審は大会本部にて手配する。 

(2) 各チーム有資格者１名以上を帯同する。 

３. 傷害保険 

試合会場における傷害について主催者は応急処置に協力するが、その処置については当該チームの責任とする。

参加選手は各自スポーツ安全保健等に必ず加入していること。 

４. 試合組合せ 

平成２４年９月２６日（水）午後７時 須永事務局会議室にて抽選会を実施する。 

５. 表 彰 

優勝、準優勝、第３位に表彰状を授与する。なお、優勝チームには群馬県サッカー協会会長杯を授与して

次回までこれを保持する。 

６. 監督会議 

(1) 平成２４年1０月８日(月・祝) ８時３０分～、大会本部にて行う。 

(2) 欠席の場合は不参加扱いとする。チーム関係者以外の代理は認めない。 

７. 経 費 

全て参加者負担とする。 

８. 参加申込 

(1) 参加申込書に必要事項を記入し９月２１日（金）迄に（必着）、次の宛て先へメールにて参加申込みをする。 

(2) 参加登録できる選手数は、1チーム20名以内とする。 

(3) 参加選手の変更および20人以内での追加は、E-mailで９月３０日まで受け付ける。 

その後の変更は認めない。 

(4) 参加費 ￥１0,０００円。９月２１日（金）までに下記の口座に振り込むこと。 

(5) ● 振込先 

群馬銀行 県庁支店 普通 0 5 7 9 4 6 9 

シャ）グンマケンサッカーキョウカイ 

● 振込時の注意 

必ずチーム名の前に｢事業番号５１３｣と｢チーム登録番号｣（7桁）を 

記入してください。 ( 例 : 509 0123456 群馬ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ) 

 

９. 申込先    群馬県サッカー協会 女子委員会 少女部会 江尻 定義 

           E-mailアドレス gunmazyosiu12@yahoo.co.jp 

 

１９. 問い合わせ先 

   群馬県サッカー協会 女子委員会  

少女部会 江尻 定義 

       携帯   ０９０－３０４０－８８１９ 
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