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一般社団法人 香川県サッカー協会 

第４種委員会 



香川県ガールズサマーカップ２０２２ 
大 会 要 項 

 
 
 

（１）趣  旨   県内におけるガールズサッカーの普及促進と少女達の健全な精神の育成、発達を

目指し、サッカーを通じて体を鍛え、フェアプレーの精神を養い、生涯スポーツ

としてのサッカーの浸透・発展に寄与することを目的とする。選手構成について

は、単独チームだけでなく合同チームにて参加することも容認し、女子サッカー

選手の人数拡大のための新たな挑戦を試みる。 

（２）名  称   香川県ガールズサマーカップ２０２２ 

（３）主  催   （一社）香川県サッカー協会 

（４）主  菅   （一社）香川県サッカー協会 第４種委員会 

（５）参 加 料      5,000円/チーム  大会初日の受付時に申し受けます。 

（６）期日会場   日時 2022年6月18日(土)、19日（日） 

会場 成合河川敷グラウンド 

（７）参加資格   ①香川県内の小学生を主体にした女子チームであり、所定の期日までに（一社）

香川県サッカー協会・第４種委員会に参加申込手続きを済ませたチームである

こと。 

   ②「第4種委員会活動ガイドライン」に沿って参加できるチームであること。 

   ③参加する選手は当年度（公財）日本サッカー協会に登録された選手であるこ   

     と。 

  ④参加する選手は３年生以上６年生以下であること。 

（８）チーム編成と条件 

          ①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。 

           ②参加選手は健康であり、かつ保護者の同意を得ること。 

          ③参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。 

                   ④チームは単独チーム・合同チームの参加を認める。 

  ⑤合同チームにて参加の場合、大会の趣旨を考え事前にチーム編成の詳細につい 

て第4種委員会の了承を得ることを参加の条件とする。 

（９）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。） 

（10）競技規則   （公財）日本サッカー協会当年度「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競技方法   

                  (ｱ)参加チーム数によって組み合わせを決定し、実施する。 

          (ｲ)試合時間は 40 分とする。（20-5-20）    ＊変更の可能性あり 

(ｳ)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） 

(ｴ)退場処分を受けた選手は、本大会の次の１試合に出場できない。また、大会

の終了、大会からの敗退等の場合、次の公式戦に適用される。以降の出場に



ついては、大会規律委員会で決定する。 

  (ｵ)警告の累積を行う。本大会で２回警告を受けた選手は本大会の次の1試合の出場 

を停止する。 

（11）表  彰   優 勝      賞状，メダル 

          準優勝      賞状，メダル 

（12）そ の 他  ①審判は、チーム割り当てで行う。（割り当てチームは主審一人制にて実施。 

ただしチーム事情により３人審判制にて実施してもかまわない。） 

また、審判は必ず写真添付の審判証を携帯のこと。 

                  ②背番号については、重複しなければかまわない。またビブスでの代用も可とす

る。 

③試合当日には選手証を必ず携行すること。 

         ④フィールドサイズは68m×50mを標準とする。（グラウンド管理者より指導を受け 

た場合はこの限りとしない） 

         ⑤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。 

         ⑥選手は、試合開始10分前にオフィシャル席後ろに集合し審判等により確認を受け 

ること。 

⑦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。 

⑧熱中症予防のため、クーリングブレイクを採用する。 

⑨この要項の記載事項については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況等によ

り変更することがある。 

（13）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 

香川県ガールズサマーカップ２０２２ 大会事務局 

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

(14) 参加申込  ①申込期限 2022 年 4 月 30 日（日）（メール必着） 

                  ②申込方法 別紙「大会参加申込書」を下記アドレスまで、メールにて 

申し込みください。 

(15) 抽選会      抽選会は実施しません。 

         本部抽選にて組み合わせを決定します。 

 

＜申し込み先＞ 第 4 種委員会 女子委員  大星 敬子 

         アドレス hkmtt110953@live.jp 

以上 

 

 



香川県ガールズサマーカップ2022・タイムテーブル ※2022.6.18〜19 於︓成合河川敷グラウンド
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２０２２．６．１８

時間：20-5-20

審判 審判 審判

①
マルナカカッ
プ3回戦

9:00-9:45 ① ①
マルナカカッ
プ3回戦

9:00-9:45

② 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ みき少女 香西ﾌﾛｰﾗ 10:10-10:55 審委 ② ②
マルナカカッ
プ3回戦

10:10-10:55

③
マルナカカッ
プ3回戦

11:20-12:05 ③ ③
マルナカカッ
プ3回戦

11:20-12:05

④ 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ ﾎﾞｱｿﾙﾁ Stella 12:30-13:15 審委 ④ ④ 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ fiore三豊 みき少女 12:30-13:15 香西ﾌﾛｰﾗ

⑤
マルナカカッ
プ準々決勝

13:40-14:25 ⑤ ⑤
マルナカカッ
プ準々決勝

13:40-14:25

⑥ 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ 香西ﾌﾛｰﾗ ﾎﾞｱｿﾙﾁ 14:50-15:35 審委 ⑥ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 14:50-15:35 相互 ⑥ 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ Stella fiore三豊 14:50-15:35 みき少女

２０２２．６．１９

時間：20-5-20

審判 審判 審判

①
マルナカカッ
プ準決勝

10:00-10:45 ①
マルナカカッ
プ準決勝

10:00-10:45 ① ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 10:00-10:45 相互

② 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ みき少女 ﾎﾞｱｿﾙﾁ 11:10-11:55 審委 ② ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 11:10-11:55 相互 ② 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ 香西ﾌﾛｰﾗ Stella 11:10-11:55 fiore三豊

③
マルナカカッ
プ三決

12:20-13:05 ③
マルナカカッ
プ決勝

12:20-13:05 ③ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 12:20-13:05 相互

④ 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ fiore三豊 香西ﾌﾛｰﾗ 13:30-14:15 審委 ④ ④ 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ みき少女 Stella 13:30-14:15 ﾎﾞｱｿﾙﾁ

⑤ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 14::40- 相互 ⑤ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 14::40- 相互 ⑤ 女子ｻﾏｰｶｯﾌﾟ ﾎﾞｱｿﾙﾁ fiore三豊 15:00-15:45 Stella

マルナカ表彰式：13:20～13:50 女子表彰式：16:00～

Stella 三豊 香⻄ ﾎﾞｱｿﾙﾁ みき 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失差 順位

Stella ＊

三豊 ＊

香⻄ ＊

ﾎﾞｱｿﾙﾁ ＊

みき少⼥ ＊

三豊

Stella

略称

成合Ｂ

みき少⼥

ﾎﾞｱｿﾙﾁ

みき少⼥サッカースクール

ボアソルチ⻄⾼松

香⻄

成合Ａ

成合Ｂ 成合Ｃ

成合C

マルナカカップ表彰式

Fiore三豊

FC.Stella&ELF

チーム名

香⻄S.S.S.フローラ＋

成合Ａ


