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■大会実施要領 

１．大 会 名 2016年度 埼玉県 U-10少女サッカー育成・交流大会(第 22回大会) 

２．開 催 日 2016年 12月 17日(土)・18日(日)  

３．会 場 熊谷市利根川総合運動公園 葛和田サッカー場 

４．主 催 埼玉県4種サッカー少女部会 

５．開催目的 少女サッカーの普及を目的として、低学年の選手に試合の場を提供し競技としてのサッカーの楽しみを幅広く浸透 

させると共に、これからサッカーを始めようと考えている児童へも出場の門戸を開く機会とする。 

６．出場資格 埼玉県サッカー協会に登録しているU-12女子のチームおよびその混成チームとし、今後そのチームへの登録の可 

能性のある選手やチームとして登録の可能性のあるチームへも出場の機会を与える。また、4種男子チーム登録女 

子選手が女子チームへ補充選手としてもしくは合同でチームを構成し出場することも認める。 

対象選手は小学４年生以下の女子とする。 

出場チームが25チームに満たない場合、県外から招待出場チームを募る。 

７．競技方法 (1)(公財)日本サッカー協会制定の8人制サッカー競技規則を適用する。 

最新版の競技規則で実施しインプレー中の選手交代自由ルールなどを適応する 

(2)6チームずつの4ブロックのリーグ戦として、総当たりでリーグ内順位を決定する。 

順位決定の要素順は、勝点(勝=3/引分=1/敗=0)、得失点差、得点、当該試合結果としそれでも順位が決し 

ない場合は3人制のPK方式により決定する。 

(3)リーグ内の全順位は決定するが、大会全体の順位は決定しない。        

(4)試合時間は15分ハーフ(ハーフタイムインターバルは5分間)とする。 

(5)試合球は4号ボールとし、各チームの持寄りとする。 

(6)ベンチ入りの選手数は制限せず交代選手数は自由とする。 

(7)ユニフォームはチームとしの統一が望ましいが、ビブス着用でも可とする。 

(8)各チームは審判服着用の有資格審判員を1名以上帯同し、審判割り当てに従い主審と補助審を担当する。  

(9)使用ベンチは、リーグ表上段記載チームがセンターサークルに向かい右サイドとする。 

(10)本大会において2回の警告を受けた選手などは次の1試合に出場できない。 

本大会において重大違反と認定されレッドカードで退場を命じられた選手などは、次の1試合に出場できず、 

それ以降の処置については本大会の規律・フェアプレー委員会で決定する。 

(11)その他のルールは日本サッカー協会8人制競技規則によるものとする。 

８．表 彰 各ブロックリーグ内の1位チームに表彰状と記念品を授与する。 

９．そ の 他 出場費は県内チーム￥5,000、県外チーム￥7,000とし、当日大会本部で受領する。 

大会中の傷病については、本部の救急箱レベルの応急処置は行うが、それ以降は各チームの対応に委ねる。 

 

■大会役員 

●実行委員長：八谷 直樹                ●実行委員会 顧問：関口 孝雄 / 中村 安男 / 根岸 貞夫 

●同副委員長：川見 弘 

●同総務委員：池田 忠                                   ■規律・フェアプレー委員会 

●同運営委員：金澤 勝 / 坂本 雅雄                            ●委員長：八谷 直樹  

●同競技委員：稲葉 治久 / 岩田 麻奈 / 板野 光晴              ●委 員:川見 弘 / 稲葉 治久 

            本田 周平 / 金澤 誓  / 大栗 岳人                        板野 光晴 / 荻野 和博  

●同会場委員：荻野 和博 / 會澤 孝之                              金澤 誓 / 奥本 明 

●同 審 判 長：奥本 明   審判長補佐：高野 千明 



グループ 1 レジスタFC SEフィリアFC 狭山女子FC 上福岡少年少女SC 戸塚FCガールズ 熊谷リリーズ

レジスタFC ※ 17日/A10:00 17日/A12:00 17日/A14:00 18日/A11:20 18日/A13:20

SEフィリアFC ※ 18日/B13:20 18日/B11:20 17日/B12:00 17日/B14:00

狭山女子FC ※ 17日/B10:00 17日/A14:40 18日/C11:20

上福岡少年少女SC ※ 18日/C13:20 17日/A12:40

戸塚FCガールズ ※ 17日/A10:40

熊谷リリーズ ※

グループ 2 吉井レッドスパローズ 久喜ガールズ FCﾊﾟﾙｾｲﾛ毛呂山ﾚﾃﾞｨｰｽ 宮原サッカーガールズ FCセレチーニャ 吉見エスカーラ

吉井レッドスパローズ ※ 17日/C10:00 17日/C12:00 17日/C14:00 18日/C10:40 18日/C12:40

久喜ガールズ ※ 18日/D12:40 18日/D10:40 17日/D12:00 17日/D14:00

FCﾊﾟﾙｾｲﾛ毛呂山ﾚﾃﾞｨｰｽ ※ 17日/D10:00 17日/B14:40 18日/D11:20

宮原サッカーガールズ ※ 18日/D13:20 17日/B12:40

FCセレチーニャ ※ 17日/B10:40

吉見エスカーラ ※

グループ 3 FC厚木ガールズ 桶川クイーンズ TSガールズ 大宮日進SSレディース 浦和ラッキーズFC 北部合同A

FC厚木ガールズ ※ 17日/C10:40 17日/C12:40 17日/C14:40 18日/C10:00 18日/A12:40

桶川クイーンズ ※ 18日/D12:00 18日/D10:00 17日/D12:40 17日/D14:40

TSガールズ ※ 17日/D10:40 17日/D15:20 18日/B10:40

大宮日進SSレディース ※ 18日/B12:40 17日/D13:20

浦和ラッキーズFC ※ 17日/D11:20

北部合同A ※

グループ 4 すすき野/あざみ野合同 吉川Ｌキッカーズ 川越女子ジュニアSC 戸木南ボンバーズFC 東大宮エンジェルス 北部合同B

すすき野/あざみ野合同 ※ 17日/A11:20 17日/A13:20 17日/A15:20 18日/A10:00 18日/A12:00

吉川Ｌキッカーズ ※ 18日/B12:00 18日/B10:00 17日/B13:20 17日/B15:20

川越女子ジュニアSC ※ 17日/B11:20 17日/C15:20 18日/A10:40

戸木南ボンバーズFC ※ 18日/C12:00 17日/C13:20

東大宮エンジェルス ※ 17日/C11:20

北部合同B ※

■リーグ表（対戦予定）



① - vs vs vs vs

② - vs vs vs vs

③ - vs vs vs vs

④ - vs vs vs vs

⑤ - vs vs vs vs

⑥ - vs vs vs vs

⑦ - vs vs vs vs

⑧ - vs vs vs vs

⑨ - vs vs vs vs

① - vs vs vs vs

② - vs vs vs vs

③ - vs vs vs vs

④ - vs vs vs vs

⑤ - vs vs vs vs

⑥ - vs vs vs vs

17日(土)

10:00 10:35 レジスタ フィリア

時間 対戦

10:40 11:15 戸塚 リリーズ セレチーニャ エスカーラ

Group 1 Group 2

厚木 桶川

Cグランド

対戦 主審/補助審対戦

セレチーニャ/エスカーラ

Aグランド

吉井/エスカーラ

主審/補助審

厚木

久喜ガールズ

吉井レッドスパローズ

主審/補助審

狭山女子 上福岡 吉井

13:15 上福岡 リリーズ

戸木南 東大宮 北部B

吉井 毛呂山

エスカーラ

戸塚

リリーズ/狭山女子

対戦

吉川

厚木/TS

12:00 12:35 レジスタ 狭山女子 フィリア

12:40

13:20 13:55 すすき野/あざみ野 川越女子 吉川 東大宮

上福岡/フィリア

川越女子 東大宮

すすき野/あざみ野/東大宮

TS/北部A

主審/補助審

戸塚/レジスタ

吉川 戸木南

久喜 宮原 桶川/日進

戸木南

北部B/すすき野/あざみ野

北部B戸木南

東大宮/戸木南

吉川/北部B

東大宮

狭山女子 戸塚 フィリア/リリーズ

桶川 日進 久喜/宮原

Dグランド

対戦 主審/補助審

厚木/日進

Bグランド

主審/補助審

北部B

TS

久喜

18日(日)

戸木南/川越女子

吉川/東大宮

宮原/エスカーラ

毛呂山/セレチーニャ

厚木/桶川

吉井/久喜

毛呂山/吉井

北部B/東大宮

戸木南/北部B

吉井 宮原 川越女子/東大宮

厚木/浦和

厚木 浦和 吉井/セレチーニャ

10:40

14:40

15:20 16:05 すすき野/あざみ野

15:15

セレチーニャ北部A 吉井吉川/戸木南

川越女子/北部B

時間 対戦 主審/補助審 対戦

すすき野/あざみ野

TS11:15 川越女子 北部B

10:00 10:35

川越女子

上福岡 狭山女子 リリーズ川越女子/吉川11:20 11:55 レジスタ 戸塚 フィリア

上福岡/戸塚

戸木南 東大宮

12:40 13:15 厚木 北部A

12:00 北部B 吉川

13:20 13:55 レジスタ リリーズ フィリア

日進レジスタ/リリーズ

狭山女子 上福岡厚木/北部A 戸塚日進/浦和

エスカーラ浦和 吉井フィリア/狭山女子

戸木南ボンバーズFC

北部合同B吉見エスカーラ

FCセレチーニャ

宮原サッカーガールズ

FCﾊﾟﾙｾｲﾛ毛呂山ﾚﾃﾞｨｰｽ

浦和ラッキーズFC

大宮日進SSレディース

戸塚/リリーズ

レジスタ/フィリア

狭山女子/レジスタ

吉川/すすき野/あざみ野

リリーズ

レジスタ/上福岡 毛呂山 セレチーニャ

上福岡/リリーズ

宮原

川越女子

狭山女子/戸塚

■リーグ別けとタイムテーブル

Aグランド Bグランド Cグランド

11:20 11:55

すすき野/あざみ野合同

すすき野/あざみ野 吉川

すすき野/あざみ野/川越女子

Dグランド

対戦 主審/補助審

毛呂山 宮原 TS/日進

TS 日進 毛呂山/宮原

浦和 北部A セレチーニャ/久喜

久喜 セレチーニャ 北部A/浦和

北部A 久喜/エスカーラ

桶川 浦和 日進/北部A

日進 北部A 桶川/浦和

フィリア

12:35 すすき野/あざみ野

TS 浦和 桶川/北部A

久喜 エスカーラ TS/浦和

桶川

宮原 セレチーニャ 久喜/毛呂山

TS エスカーラ/毛呂山

14:00 14:35 レジスタ 上福岡 すすき野/あざみ野/戸木南

毛呂山 エスカーラ TS/桶川

桶川

久喜 毛呂山 宮原/セレチーニャ

TSガールズ

桶川クイーンズ

FC厚木ガールズ

厚木 日進 吉井/宮原

狭山女子/上福岡

戸塚/フィリア

吉川Ｌキッカーズ

川越女子ジュニアSC

Group 3 Group 4

東大宮エンジェルス

熊谷リリーズ

戸塚FCガールズ

上福岡少年少女SC

狭山女子FC

SEフィリアFC

レジスタFC

北部合同A



グループ 1 レジスタ フィリア 狭山女子 上福岡 戸塚 リリーズ 勝点 得失点 総得点 順位

レジスタFC ※

SEフィリアFC ※

狭山女子FC ※

上福岡少年少女SC ※

戸塚FCガールズ ※

熊谷リリーズ ※

グループ 2 吉井 久喜 毛呂山 宮原 セレチーニャ エスカーラ 勝点 得失点 総得点 順位

吉井レッドスパローズ ※

久喜ガールズ ※

FCﾊﾟﾙｾｲﾛ毛呂山ﾚﾃﾞｨｰｽ ※

宮原サッカーガールズ ※

FCセレチーニャ ※

吉見エスカーラ ※

グループ 3 厚木 桶川 TS 日進 浦和 北部A 勝点 得失点 総得点 順位

FC厚木ガールズ ※

桶川クイーンズ ※

TSガールズ ※

大宮日進SSレディース ※

浦和ラッキーズFC ※

北部合同A ※

グループ 4 すすき野/あざみ野 吉川 川越女子 戸木南 東大宮 北部B 勝点 得失点 総得点 順位

すすき野/あざみ野合同 ※

吉川Ｌキッカーズ ※

川越女子ジュニアSC ※

戸木南ボンバーズFC ※

東大宮エンジェルス ※

北部合同B ※

■リーグ表（結果記入用）



ベンチ ピッチ本部 ベンチ ベンチ ピッチ本部 ベンチ

ベンチ ピッチ本部 ベンチ ベンチ ピッチ本部 ベンチ

トイレ トイレ

バスロータリー
駐停車禁止

駐車禁止

参加チーム　駐車スペース

葛和田サッカー場

応援エリア

大会本部 チームテント設営エリア

大型・バス
駐車スペース

大会役員
駐車スペース

参加チーム　駐車スペース

応援エリア

Aグラウンド Cグラウンド

アップスペース
1日目は利用不可

二日目はアップスペース
立ち入り禁止区域

Bグラウンド Dグラウンド

利根川


