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主 催 

埼玉県サッカー４種少女部会 

主 管 

第２回埼玉県サッカー４種 
少女新人戦実行委員会 

２０１７年２月１２日(日)/１９日(日) 
吉見町 ふれあい広場 
毛呂山町 大類グラウンド 



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 
● 同運営委員   金沢 勝/坂本雅雄 
● 同競技委員   稲葉 治久/岩田 麻奈/金澤 誓/大栗 岳人 
● 同会場委員   荻野 和博/會澤 孝之/板野 光晴/本田 周平 
● 同審判長   奥本 明 
● 同審判長補佐 高野 千明 
■ 規律委員・フェアプレー委員会 

●委員長   八谷 直樹 
●委員   川見 弘/稲葉 治久/板野 光晴/荻野 和博/金澤 誓/奥本 明 

 
 

実施要項 
 

１． 目的  

サッカー競技を通して、少女の心身の健全な発達と技術の向上並びに友情を深めるとともにフェアプレーの精神を養うことを

目的とする。 

２． 名称 

第2回埼玉県４種少女チーム新人戦大会 

３． 主催 

埼玉県サッカー協会4種少女部会 

４． 主管 

第2回埼玉県４種少女チーム新人戦大会実行委員会 

５． 期日 

平成29年2月12日(日)、19日(日) 

６． 会場 

12日(日） 吉見町ふれあい広場 

19日(日） 毛呂山町 大類グラウンド 

７． 出場資格 

(1) (公財)埼玉県サッカー協会に登録された11歳以下の選手で構成されたチームであれば単独チーム、 

  合同チームなどを問わない。ただし選抜チームは認めない。 

８． 出場チームの数とチーム編成 

(1)出場チーム数は、上記出場資格の選手で構成されたチーム、計24チームとする。 

(2)大会に出場するチームの選手数は、試合毎に1チーム16人以内とする。 

  エントリーされた選手の中から試合毎に16人以内をメンバー票へ記載し提出する。 

９． 競技方法 

(1)トーナメント戦とする。 

(2)(公財)日本サッカー協会発行の「8人制競技規則(最新版)」を適用する。 

(3)試合球は4号ボールとする(ボールは大会本部で用意する)。 

(4)試合時間は15分ハーフとし、ハーフタイムインターバルは5分間とする。 

  試合時間内に勝敗が決しない場合には3人制のPK方式により勝敗を決する。 

(5)出場選手数が6人に満たない場合は試合を不成立とし、そのチームは不戦敗(スコア0対5)とする。 



(6)キックオフから直接相手のゴールに入った場合は、相手にゴールキックが与えられる。 

(7)グラウンドの大きさは、縦68ｍ×横50ｍとし、ペナルティエリアは12ｍ、ゴールエリアは4ｍで、センターサークル及びペナル 

  ティアークの半径は7ｍ、ペナルティーマークは8ｍとする。ゴールの大きさは少年用サイズのものを使用する。 

(8)選手交代は、試合開始前に最大8人までの交代要員の氏名を審判に通告しておき、インプレー中でも指定されたエリア内 

  で自由に選手交代をすることができる。この交代選手の出退や交代回数は自由な交代制に基づく。 

(9)本大会において退場を命じられた選手は、次の1試合に出場出来ず、それ以降の処置については本大会の規律委員会

で決定する。 

(10)本大会期間中、警告を2回受けた者は、次の1試合に出場出来ない。 

(11)選手が退場を命じられた場合そのチームは、交代要員の中から選手を補充することができる。 

(12)ベンチに入ることができる要員は、提出されたメンバー票で届けられた選手、コーチングスタッフ3名までとし、保健要員 

   1名を追加することが出来る。 

(13)試合中にテクニカルエリアから戦術的指示ができる指導者は、指揮者証をつけた1名のみとする。 

(14)メンバー票は試合毎に開始時間30分前までに大会本部へ提出し、運営委員と主審立会いの下に、使用ユニフォームの 

   決定を行う。 

(15)メンバー票記載選手は試合開始10分前に本部前に集合し、メンバー票記載選手全員の安全確認をうける。 

(16)選手交代カードは使用しない。選手交代は指定されたエリア内で行われ、退場選手がこのエリアに入った後でなければ 

   交代要員選手がピッチ上に入り試合に参加することは出来ない。 

１０． 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。 

(2)パンツにも背番号と同じ番号をつけることが望ましい。 

(3)正ユニフォームの他に、異なる色の副ユニフォーム（ＧＫを含め上衣、パンツ、ストッキング）を必ず携行すること。 

(4)正副２つのユニフォームを携帯しなかったチームに対する処置は本大会の規律委員会で決定する。 

１１． 審判 

(1)審判員は、主審および補助審判員の2名の構成とする。 

(2)出場チームが1名以上帯同する審判員が審判割当に従い審判を担当する。準決勝・決勝・３位決定戦は、本大会の 

本部役員が主審と補助審判員を担当する。 

１２． 試合会場における傷病について 

大会本部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し出場選手は各自スポーツ安全保険等に必

ず加入していることを前提とする。 

１３． 天候による処置について 

(1)試合の停止や中止及び開始に関する決定は、当該試合の審判員の判断によるものとする。但し、これについて大会本部 

  が助言できるものとする。 

(2)試合中の飲水は、選手の健康状態を考慮し必要により飲水タイムをとる。 

(3)雷対策の処置は次のとおりとする。 

①試合開始前から雷鳴が聞こえ落雷の恐れがあると判断した場合は、試合開始を停止し、次の試合開始予定時間15分前 

  になっても落雷の恐れが継続している場合、当該試合は延期として別途試合の予定を大会本部で設定する。これに伴い 

  その後の各試合開始予定時間が変更される。 

  次の試合開始予定時間の15分前までに試合開始可能と判断できた場合は、規定時間での試合を開始する。この場合、 

  以降の試合はそれぞれ遅れて開始される。 

②試合開始後に雷鳴が聞こえ落雷の恐れあると判断した場合は、即刻試合は中断する。この中断が15分以上続いた場合 

  試合は中止される。この試合の結果処理は下記のとおりとする。 

  1)試合の中止が試合の前半が終了後であれば、試合が中止された時点での勝敗と、スコアがその試合の結果となる。 

  2)試合の中止が試合の前半終了前であれば、その試合は、不成立試合とし後刻もしくは後日の再試合となる。再試合の 

    予定は大会本部で決定する。 

１４． 表彰 

優勝から4位までのチームに表彰状および記念プレートを授与する。 

１５． この大会の出場費は1チーム\3,000とし大会初日に領収証と引き換えに大会本部で受領する。  



対戦組み合せ                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月12日 

時間 No. 対戦 主審 補助審判  No. 対戦 主審･4審 副審 

10:00 A① 東大宮 - 戸木南 狭山 桶川  B① フィリア - ライラック 

 

宮原 吉見 

10:40 A② 狭山 - 桶川 東大宮 戸木南  B② 宮原 - 吉見 フィリア ライラック 

11:20 A③ 川越女子 - 和光 TS 日進  B③ 大井 - 上福岡 毛呂山 久喜 

12:00 A④ TS - 日進 川越女子 和光  B④ 毛呂山 - 久喜 大井 上福岡 

12:40 A⑤ 川越なでしこ - A①勝 A②勝 陣屋  B⑤ 戸塚 - B①勝 B②勝 なめがわ 

13:20 A⑥ A②勝 - 陣屋 川越なでしこ A①勝  B⑥ B②勝 - なめがわ 戸塚 B①勝 

14:00 A⑦ Ceretinha  A③勝 A④勝 熊谷リリーズ  B⑦ 浦和  B③勝 B④勝 吉川 

14:40 A⑧ A④勝  熊谷リリーズ Ceretinha A③勝  B⑧ B④勝  吉川 浦和 B③勝 

15:30以降の時間は、フレンドリーマッチとする。 

 

 

2月19日 

時間 No. 対戦 主審 補助審判  No. 対戦 主審･4審 副審 

10:00 A⑨ A⑤勝 - A⑥勝 A⑩ A⑩  B⑨ B⑤勝 - B⑥勝 B⑩ B⑩ 

10:40 A⑩ A⑦勝 - A⑧勝 A⑨ A⑨  B⑩ B⑦勝 - B⑧勝 B⑨ B⑨ 

12:00 A⑪ A⑨勝 - A⑩勝 本部 

 

本部 

 

 B⑪ B⑨勝 - B⑩勝 本部 

 

本部 

 13:20 A⑫ A⑪勝 - B⑪勝 本部 本部  B⑫ A⑪負 - B⑪負 本部 本部 

表彰式  14:15～  

 

※A⑨・A⑩・B⑨・B⑩の審判は当該チーム同士の話し合いで主審・補助審判を決めてください。 



会場     
吉見町 ふれあい広場      http://www.mapion.co.jp/phonebook/M04033/11347/L11202010800000000007/ 

住所   埼玉県比企郡吉見町小新井 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛呂山町 大類グラウンド   http://www.mapion.co.jp/phonebook/M16006/11326/21130277939/ 

住所    埼玉県入間郡毛呂山町大字大類７１７ 

 

毛呂山町 大類グラウンド 

吉見町 ふれあい広場 


