
JFA第12回全日本U-15⼥⼦フットサル選手権大会 実施要項 

  

1.  名称    JFA第12回全日本U-15⼥⼦フットサル選手権大会 岐阜県大会 

2.  主催    一般財団法人岐阜県サッカー協会 
3.  主管    一般財団法人岐阜県サッカー協会フットサル委員会  
4.  日程    <開催日> 2021年9月25日（土）           

<会場> OKBぎふ清流アリーナ 
5. 参加資格︓岐阜県内で活動しているチームに限る。  

(1) フットサルチームの場合  
① 公益財団法人日本サッカー協会（以下、「JFA」とする。）に「フットサル3種」、または「フットサ
ル4種」の種別で加盟登録したチームであること（準加盟チームを含む）。一つの加盟登録チーム
から、複数のチームで参加できる。JFAに承認を受けたクラブを構成する加盟登録チームについて、
「フットサル3種」チームは、同一クラブ内の他の加盟登録チームに所属する選手を、移籍手続きなし
に参加させることができる。なお、適⽤対象となる選手の年齢は、「フットサル4種」年代のみとし、「フ
ットサル3種」およびそれ以上の年代の選手は適⽤対象外とする。  

② 前項のチームに所属する2006年4月2日以降に⽣まれた選手であること。⼥⼦に限る。  

③ 外国籍選手は1チームあたり3名までとする。  
④ 主体となるチームの選手数が12名未満の場合、複数チームによる「合同チーム」の大会参加を
以下の条件により認める。 
 Ⅰ 主体となるチーム及び選手は、それぞれ①、②の条件を満たしていること。 
 Ⅱ 合同するチームの選手は、2006年4月2日以降に⽣まれた⼥⼦選手で、JFAに登録されてい

ること。なお、選手が所属するチームの種別・区分は問わない。サッカーチームに所属する選手
の合同も認める。 

 Ⅲ 極端な勝利目的の為の合同チームではないこと。 
 Ⅳ 合同チームとしての参加する場合は、事前に（一財）岐阜県サッカー協会フットサル委員⻑

の了承を得ること。 
Ⅴ 大会参加申込の手続きは、それぞれのチームの代表者が協議の上、主体となるチームが⾏

う。 
(2) サッカーチームの場合  

① JFAに「3種」、「4種」または「⼥⼦」の種別で加盟登録した単独のチームであること（準加盟チ
ームを含む）。一つの加盟登録チームから、複数のチームで参加できる。JFAに承認を受けたクラブ
を構成する加盟登録チームについて、「3種」、「⼥⼦」チームは、同一クラブ内の他の加盟登録チー
ムに所属する選手を、移籍手続きなしに参加させることができる。なお、適⽤対象となる選手の年



齢は、「4種」年代のみとし、「3種」およびそれ以上の年代の選手は適⽤対象外とする。  

② 前項のチームに所属する2006年4月2日以降に⽣まれた選手であること。⼥⼦に限る。  

③ 外国籍選手は1チームあたり3名までとする。  
④ 主たるチームの選手数が12名未満の場合、複数チームによる「合同チーム」の大会参加を以
下の条件により認める。 
 Ⅰ 主体となるチーム及び選手は、それぞれ①、②の条件を満たしていること。 
 Ⅱ 合同するチームの選手は、2006年4月2日以降に⽣まれた⼥⼦選手で、JFAに登録されてい
ること。なお、選手が所属するチームの種別・区分は問わない。サッカーチームに所属する選手の合
同も認める。 
 Ⅲ 極端な勝利目的の為の合同チームではないこと。 
 Ⅳ 合同チームとしての参加する場合は、事前に（一財）岐阜県サッカー協会フットサル委員⻑

の了承を得ること。 
 Ⅴ 大会参加申込の手続きは、それぞれのチームの代表者が協議の上、主体となるチームが⾏

う。 
(3) 地区大会などにおいて、選手は、他のチームで参加していないこと。 

所属するチームが複数のチームで参加する場合、またはサッカーチームとフットサルチームの両方に所
属し、両方のチームが参加する場合を含む。  

(4) 選手および役員は、本大会において複数のチームで参加できない。  
6. 大会形式   

(1)大会参加チーム数により決定する。リーグ戦の場合の順位は、グループ内の勝ち点合計の多い
チームを上位とする。勝点は、勝ち3、引分け1、負け0とする。 
ただし、勝点合計が同じ場合は、以下の順序により決定する。  
① 当該チーム内の対戦成績  

② 当該チーム内の得失点差  

③ 当該チーム内の総得点数  

④ グループ内の総得失点差  

⑤ グループ内の総得点数  

⑥ 下記に基づくポイント合計がより少ないチーム  
(ア) 警告1回 1ポイント  

(イ) 警告2回による退場1回 3ポイント  

(ウ) 退場1回 3ポイント  

(エ) 警告1回に続く退場1回 4ポイント  



⑦ 抽選  

(2) 決勝ラウンド︓参加チーム数により、4チームもしくは2チームによるノックアウト方式で⾏う。3位
決定戦は⾏わない。 また、リーグ戦で完結する場合は、決勝ラウンドは⾏わない。 

7. 競技規則 大会実施年度の「フットサル競技規則」による。  

8. 競技会規定  
以下の項目については、本大会で規定する。  
(1) ピッチ  

原則として、36m×18mとする。  
(2) ボール 

試合球︓モルテン製 ヴァンタジオ 4000 フットサル(F9A4000) 4号ボール 
(3) 競技者の数  

競技者の数︓5名  
交代要員の数︓9名以内  
ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数︓2名以内  

(4) チーム役員の数  
3名以内  

(5) 競技者の⽤具  

① ユニフォーム︓  
(ア) 登録した 1 着以上のユニフォーム（シャツ、ショーツ、ストッキング）を試合会場に持参し、着

⽤しなければならない。（2 着以上の持参が好ましい。） 
(イ) ユニフォームのデザイン、ロゴ等が異なっていても、主催者が認める場合、主たる色が同系色

であれば着⽤することができる（ビブス等でも可）。 
(ウ) ゴールキーパーのユニフォームについて、ショーツ、ソックスはフィールドプレーヤーと同系色でも良

いものとする。 
(エ) 主審は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判別しがたいと判断したときは、

両チーム⽴会いのもとに、その試合においていずれのチームがビブス等を着⽤することを決定す
る。 

(オ) ソックスの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良い。 

(カ) アンダーシャツの色は問わない。ただし、原則としてチーム内で同色のものを着⽤する。 
(キ) アンダーシャツおよびタイツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを着⽤す

る。 
(ク) ユニフォームのうち、シャツの色彩は審判員が通常着⽤する⿊色と明確に判別しうるものでな

ければならない。 
(ケ) 選手番号は１から９９までの整数とし、０は認めない。ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰは、1 番を付けること



ができない。 
② 靴︓キャンバス、または柔らかい皮革製で、靴底がゴム、または類似の材質で出来ており、接地
面が飴色、白色もしくは無色透明のフットサルシューズ、トレーニングシューズ、または体育館⽤シュ
ーズタイプのもの。（スパイクシューズおよび靴底が着色されたものは使⽤できない。）  
③ ビブス︓交代要員は、競技者と異なる色のビブスを⽤意し、着⽤しなければならない。  

(6) 試合時間  

① 1次ラウンド︓20分間（前後半各10分間）のランニングタイムとし、ハーフタイムのインターバル
は3分間（前半終了から後半開始まで）とする。 

② 決勝ラウンド︓20分間（前後半各10分間）のプレーイングタイムとし、ハーフタイムのインター
バルは5分間（前半終了から後半開始まで）とする。 この試合に限り、前後半各1回1分間のタ
イムアウトを取ることができる。 

③ 3位決定戦は⾏わない。また、リーグ戦方式で完結する場合は、決勝戦は⾏わない。  

(7) 試合の勝者を決定する方法（試合時間内で勝敗が決しない場合）  

① 1次ラウンド︓引き分け（リーグ戦方式の場合）  

② 決勝ラウンド︓10分間（前後半各5分間）の延⻑戦を⾏い、決しない場合はPK方式により
勝敗を決定する。延⻑戦に⼊る前のインターバルは5分間とし、PK方式に⼊る前のインターバルは1
分間とする。リーグ戦方式で完結する場合は、決勝戦は⾏わない。  

9. 懲 罰  

(1) 本大会におの予選は、懲罰規定上の同一競技会とみなし、予選終了時点で未消化の出場停
⽌処分は、本大会の試合にて順次消化する。ただし、警告の累積によるものを除く。 

(2) 本大会において退場を命じられた選手は、自動的に本大会の次の1試合に出場できない。 
(3) 本大会期間中に警告の累積が2回に及んだ選手は、自動的に本大会の次の1試合に出場でき

ない。  

(4) 前項により出場停⽌処分を受けたとき、1次ラウンド終了時点で警告の累積が1回のとき、また
は、本大会の終了のときに、警告の累積は消滅する。  

(5) 本大会終了時点で未消化となる出場停⽌処分は、当該チームが出場する直近のフットサル公
式試合にて消化する。ただし、警告の累積によるものを除く。  

(6) その他、本大会の懲罰に関する事項については、本大会の大会規律委員会が決定する。 

委員⻑は、本協会フットサル委員会の委員⻑とする。  

10. 参加申込  
(1) 1チームあたり24名（選手20名、役員4名）を上限とする。  



(2) 申込みは、別紙「大会エントリー表」により下記あてにメール送信する。 

送信先 JFA 全日本 U-15 ⼥⼦ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 事務局 
     tarui@sportivo.jp 

(3) チーム名は短縮語を除き、日本語で表記しなければならない。  

(4) 申込締切日︓2021年8月30日（月） 18:00 

(5) 前項の申込締切日以降の参加申込内容の変更は認めない。  
11. 電⼦選手証  

各チームの登録選手は、原則としてJFA協会発⾏の選手証を持参しなければならない。ただし、写真
貼付により、顔の認識ができるものであること。※選手証とは、JFAのWEB登録システム「KICKOFF」
から出⼒した選手証・登録選手一覧表を印刷したもの、またはスマートフォンやPC等の画面に表示し
たものを示す。  

12. 組み合わせ  
参加申込締切後、抽選を⾏い決定する。  

13. 参加料  
6，000円（大会当日に納⼊する）  

14. 表彰  

(1) 優勝、準優勝、第3位のチームを表彰する。  

15. 抽選会  
2021年9月5日（日）OKBぎふ清流アリーナ 第2会議室 18︓00〜 
※注意事項などの確認を⾏うので､参加ﾁｰﾑは､必ず1名参加すること｡ 

16. 代表者会議 
大会当日9:00より､大会本部にて⾏う｡（予定） 

17. 傷害補償  
チームの責任において傷害保険に加⼊すること。  

18. 負傷対応  
競技中の疾病、傷病等の応急処置は主催者側で⾏うが、その後の責任は負わない。  

19. その他  
参加チームと選手は、JFAの基本規程および付属する諸規程（ユニフォーム規程等）を順守しな
ければならない。詳細については、JFAホームページを参照すること。（http://www.jfa.jp/）  
試合が一方のﾁｰﾑの責に帰すべき事由により開催不能または中⽌になった場合には、その帰責事
由のあるﾁｰﾑは0対5またはその時点のｽｺｱがそれ以上であればそのｽｺｱで敗戦したものとみなす。 
各ﾁｰﾑ帯同審判員を1名以上派遣すること。また､審判時に主審側､記録者2名､ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝ2
名､副審側､時計係2名､ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝ2名を⾏うこと。 
会場準備のため、各ﾁｰﾑ2名派遣すること。集合時間は、8︓00とする。 



優勝ﾁｰﾑは、2021年12月4日に静岡県で開催される東海大会に出場する。 
本実施要項に記載のない事項については、本協会フットサル委員会にて決定する。 
尚、競技会規定(5)競技者の⽤具①ﾕﾆﾌｫｰﾑについて、東海大会出場チームは、 
東海大会要項によるものとなるので留意されたい。 
コロナ感染防⽌に伴う使⽤会場の方針並びにフットサル委員会作成の 
「新型コロナウイルスの影響下における競技会・試合運営ガイドライン」をご一読頂き、 
健康チェックシートの提出をお願いします。 
 

 ※空調代を別途、参加チーム数により調整し、徴収する予定です。 
 

【本件に関する問い合わせ先】 
JFA 全日本 U-15 ⼥⼦ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 事務局 
（一財）岐阜県サッカー協会 3 種フットサル委員 伊藤隆文 

携帯 090-7913-8689 
   


