
 

JFA 第 42 回全日本 U-12 サッカー選手権大会 香川県大会 

大 会 要 項 

 

 

（１）趣  旨  公益財団法人日本サッカー協会は、日本の将来をになう少年たちのサッ

カーへの興味・関心を深め、さらに技術の向上と健全な心身の育成・発

達を図ることを目的とした全日本U-12サッカー選手権大会を開催する。

この大会は、少年たちがサッカーを通じて身体を鍛え、フェアプレーの

精神を養い、正しく強くそして創造力豊かな人間の育成を目指すもので

ある。 

（２）名  称  JFA 第 42 回全日本 U-12 サッカー選手権大会 香川県大会 

（３）主  催  (公財)日本サッカー協会、(一社)香川県サッカー協会 

(公財)日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団、読売新聞社 

（４）主  管  (一社)香川県サッカー協会 第 4 種委員会 

（５）後  援  香川県教育委員会、日本テレビ放送網、報知新聞社、RNC 西日本放送 

（６）特別協賛  ＹＫＫ、花王 

（７）協  賛  日本マクドナルド、日清製粉グループ、日清オイリオグループ、ゼビオ 

 (８) 開催協力  モルテン 

（９）期日会場  2018 年 

10 月 27 日（土）午前 10時 00 分 1 回戦（東部運動公園・人工芝） 

（開会式 午前 9時 00 分) 

11 月  4 日（日）午前 10時 00 分 1 回戦（宝山湖公園芝生広場） 

11 月 10 日（土）午前 10時 00 分  2 回戦（宝山湖公園芝生広場） 

11 月 17 日（土）午前 10時 00 分 3 回戦（東部運動公園・人工芝） 

11 月 18 日（日）午後 10時 00 分 準々決勝（東部運動公園・人工芝） 

11 月 24 日（土）午前 11時 00 分 準決勝（県総合運動公園・メイン） 

11 月 25 日（日）午後 13時 00 分 決勝戦（県総合運動公園・メイン） 

西日本放送でテレビ放送 

（10）参加資格  ①大会実施年度に第４種加盟登録した団体（チーム）であり、本大会参

加申し込み手続きを済ませたチームであること。 

         ②上記チームの構成は単一チームに限られ、年間を通じて継続的に活動

していること。 

③上記団体（チーム）に所属する選手であること。 

④参加チームは大会実施年度に香川県ジュニアサッカーリーグ（U-12

の部）に参加していること。 

（11）チーム構成と条件 

①チームの大会エントリー選手は 22 名までとする。ただし、試合にお

けるチームの編成（ベンチ入り）は、選手 16 名以内、引率指導者 2

名以上 3 名以下とし、選手は大会申込用紙記載の選手とする。 

②引率指導者は当該チームを掌握指導する責任ある指導者であること。 

 また、内 1 名以上が公認コーチ資格（D級コーチ以上）を有すること。 

③参加選手は健康であり、且つ保護者の同意を得ること。 

④参加チームは傷害保険（スポーツ傷害保険）に必ず加入していること。 



 

⑤同一登録チームから複数チームの参加を認める。 

但しこの場合のチーム名は本来の所属チーム名＋アルファベット一

文字とする。 

（例 1）正式登録名：香川フットボールクラブ（Ｂ） 

略称：香川ＦＣ（Ｂ） 

         （例 2）正式登録名：香川サッカースポーツ少年団（Ａ） 

    略称：香川ＳＳＳ（Ａ） 

（12）事故について 

事故の場合応急の手当てはするが一切の責任は負わない。（各チームの

責任において適切な処置を行う。） 

（13）競技方法  ①トーナメント方式により優勝以下第 4位まで決定する。 

②試合時間は 40 分(20 ハーフ)とし、ハーフタイムのインターバルは 5

分とする。規定の競技時間内に勝敗が決しない場合は 10分(5 分ハーフ)

の延長戦を行い、なお決しない場合はＰＫ方式（3 人）により次回戦へ

の進出チームを決定する。 

（14）競技規則  大会実施年度の(公財)日本サッカー協会｢8人制サッカー競技規則」によ

るが、細則については大会実施委員会決定の内容によるものとする。 

①使用ボール 4 号ボール 

②競技者の数 8人（試合成立人数は 6 名とする。試合開始前、開始後

に 6 名未満となった場合は不戦負けとし、0対 5で処理する） 

③交代要員 8 名とし、8名までの自由な交代を適用する。 

④ベンチに入ることができる人数は 11名（交代要員 8 名、引率指導者 3

名）とする。ただし、登録外選手を引率指導者として登録すること

は認められない。 

⑤負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される引率 

指導者の数は 2名以内とする。 

⑥本大会に参加する選手は、原則として(公財)日本サッカー協会発行 

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、WEB 登録システム「KICKOFF」から出力した選手証・ 

登録選手一覧を印刷したもの、またスマートフォンや PC 等の画面 

に表示したものを示す。 

⑦ピッチドサイズは縦 68m、横 50m を標準とする。（グランド管理者よ 

り指導を受けた場合はこの限りとしない） 

⑧ユニフォームは参加申込書に記載したユニフォームを着用すること。 

 ただし、チームのユニフォーム（ゴールキーパーのユニフォームを含

む）のうちシャツの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判別

し得るものでなければならない。またチームは試合会場に正・副２組

のユニフォーム持参しなければならない。尚、（公財）日本サッカー

協会のユニフォーム規程に基づいたユニフォームを使用することと

する。 

⑨大会期間中、警告を 2 回の受けた選手は次の 1 試合は出場できない。 

⑩退場を命じられた選手は、次の公式戦 1 試合に出場できず、それ以外



 

の処置については本大会規律委員会で決定する。 

 

（15）表  彰  優 勝  優勝旗、賞状、カップ、個人メダル 

準優勝  賞状、個人メダル 

第３位  賞状、ボール 

第４位  賞状、ボール 

以上のほか、努力賞をＹＫＫより、グッドマナー賞を花王よ

り授与される。 

ベストエイトのチームより上記二賞及び敢闘賞及びフェア

プレー賞を授与する。 

（16）記 念 品  本大会参加チーム、選手には記念品が贈られる。 

（17）そ の 他  ①１～3 回戦の審判は、チーム割り当て 4名で行う。（割り当てチームは

有資格者 2名、主審は 3級審判以上のこと）準々決勝以降については

審判委員会より指名する。 

②会場準備は、各会場第１試合の両チームにて試合開始 30 分前までに

準備すること。 

③エントリー表は、試合開始 30 分前までに各オフィシャル席に提出す

る。 

④選手は、試合開始 15分前にオフィシャル席後ろに集合し審判等より 

確認を受けること。 

⑤大会要項を守れないチーム、選手、指導者等は規律委員会にはかり処

罰の対象となる場合がある。 

⑥大会参加料￥７,０００は、抽選会にて受け付ける。 

⑦前年度優勝チーム及び開会式当日の第1試合～第3試合に試合がある

チームは、開会式に必ず参加すること。 

⑧大会ベストエイトのチームは、表彰式、閉会式に参加すること。 

         ⑨優勝のチームには、本年度香川県ジュニアチャンピオンシップ(U-12

の部)のシードを与える。 

⑩JFA 第 42 回全日本 U-12 サッカー選手権大会決勝大会への「参加

チーム」及び「参加選手」は、香川県大会で優勝したチーム・選

手とする。当該チームの香川県大会での登録数が 16 名に満たない

場合は、「加盟チーム」内選手を 16 名を上限として補充すること

ができる。 

 

＜抽選会＞     2018 年 9月 15 日（土）午後 6 時 15 分（受付午後 5時 45 分より） 

          香川県社会福祉総合センター 1階コミュニティーホール 

（高松高校東側） 

 

＜大会事務局＞   〒761-0104 高松市高松町 1367-1 東部運動公園内 

 （一社）香川県サッカー協会 

JFA 第 42 回全日本 U-12 サッカー選手権大会 香川県大会事務局 

TEL 087-816-1790   FAX 087-816-1791 


