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【あ い さ つ】

関西サッカー協会

会長 三木谷 研一

JFA U-12ガールズゲーム関西2021 第38回関西少
女サッカー大会を予定通り開催できますことを、心から喜
んでいます。

前大会は二度の延期を経て今年3月に開催となりまし
た。今大会も関西各地での新型コロナウイルス感染症拡
大の影響を受けて府県大会が延期され、この大会の予定
も危ぶまれましたが、出場チームや関係者の皆さまのご
理解とご協力により例年通りの時期に実施されることと
なりました。

なお、今大会も日本サッカー協会よりU-12年代の女子
選手のプレー環境を充実させる目的で支援を受けており
ます。これにより、前大会に続く競技環境やチームおよび
選手を応援する環境の向上に加え、サッカー教室開催な
ど新たな試みをさらに行っています。

さて、新型コロナウイルス感染拡大はワクチン接種など
により抑制されつつありますが、再拡大を防止するため、
選手、関係者の皆さんには、検温、手洗い、手指消毒、ソー
シャルディスタンス、マスク着用の励行などの感染予防に
注意して参加していただきたいと思います。

また、選手の皆さんにはフェアーでリスペクトのあふれ
るプレーで関西少女サッカーの頂点を目指し、熱い戦い
を繰り広げていただくことも期待します。

最後になりましたが、本大会を開催するにあたりご支援、
ご協力いただきました関係の皆様に厚く御礼申し上げま
すとともに、運営面でお世話になります役員、補助員の皆
様に感謝申し上げ、挨拶とさせていただきます。
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１．趣 旨 将来を担う少女たちのサッカーへの興味・関心を深め、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、12歳以下（小学生以下）
の全ての女子選手が参加できる大会を実施する。

少女たちが楽しみ、成長できるゲーム、“フェアプレー”や“リスペクト”
の精神が育まれるゲームを行うため、8人制サッカーの大会として実施
し次世代に繋げる。

２．名 称 JFA U-12ガールズゲーム2021関西 第38回関西少女サッカー大会

３．主 催 （一社）関西サッカー協会

４．主 管 関西サッカー協会４種委員会

５．協 賛 大阪ダイハツ販売株式会社

６．協 力 株式会社モルテン 株式会社日本トリム

７．後 援 株式会社ジェイコムウエスト

８．会 場 Ｊ－GＲＥＥＮ堺 S6, S7

９．期 日 ２０２１年（令和３年）１２月４日（土）、５日（日）

10．参加資格 １．関西各府県協会により推薦された、本年度、(公財)日本サッカー協会
に登録された小学生女子選手で構成されたチームとする。

２．チームは単独、合同、補充のうち、いずれの方法でも編成できる。
ただし、選抜チームの参加は原則、認めない。

３．スポーツ傷害保険に加入済みのチームで健康体であること。
４．保護者の同意を得ていること。
５．各府県から推薦される参加チーム数については別途、定める。

11．参加費 なし

【実 施 要 項】

大会ﾃﾚﾋﾞ特番
ホームページ

https://c.myjcom.jp/jch/
https://c.myjcom.jp/jch/west_01/special/U-12girlsgame.html


12．大会形式 予選リーグ、順位リーグ及び順位決定戦を実施する（15分ハーフ）

（１）予選リーグ
・参加24チームを抽選により１グループ４チームの６グループにわけ、４

チーム総当りのリーグ戦を行う。

（２）順位リーグ
・予選リーグ各グループの順位と抽選により以下の通り１グループ４チーム

の６グループにわけ、４チーム総当りのリーグ戦を行う。

順位決定グループ： 予選グループ１位の６チームを抽選により順位決定
グループ１とグループ２へ３チームずつ振り分け、予選グループ２位の上
位２チームを抽選によりそれぞれのグループへ１チームずつ加える。

チャレンジグループ： 予選グループ２位の下位４チームを抽選により
チャレンジグループ１とグループ２へ２チームずつ振り分け、予選グルー
プ３位の上位４チームを抽選によりそれぞれのグループへ２チームずつ
加える。

エンジョイグループ： 予選グループ３位の上位２チームを抽選によりエン
ジョイグループ１とグループ２へ１チームずつ振り分け、予選グループ４位
の６チームを抽選によりそれぞれのグループへ３チームずつ加える。

（３）順位決定戦
・順位決定グループの各順位同士対戦し、大会１位から８位までの順位を

決定する。
・チャレンジグループとエンジョイグループの順位決定戦は行わない。

（４）順位決定方法
・グループ内順位の決定方法は、勝利３点、引分１点、敗戦０点の勝点によ

り、勝点の多い順に決定する。なお、勝点の合計が同一の場合は、全試合
の得失点差、全試合の総得点、当該チーム同士の対戦成績（勝敗）の順に
決し、なお、同一の場合は、抽選により決定する。

・棄権したチームが有る場合、対戦予定チームに勝ち点３、得点３とする。
・グループ間同位チーム順位決定方法は、勝ち点、得失点差、総得点の順と

する（同一の場合は、抽選とする）
・チャレンジリーグ・エンジョイリーグにおいて、１日目のグループリーグと

同じチームが
同リーグになった場合、抽選にて別グループに振り分ける事とする。
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【実 施 要 項】

大会ﾃﾚﾋﾞ特番
ホームページ

https://c.myjcom.jp/jch/
https://c.myjcom.jp/jch/west_01/special/U-12girlsgame.html
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13．競技規則 (公財)日本サッカー協会「8人制サッカー競技規則」による。

14．試合球 少年用4号球 ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ・ｺﾈｸﾄ21ｽﾍﾟｼｬﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ ﾌﾟﾛｷｯｽﾞ[AF437]

15．競技者の

数および

交代

(1) ８人制で実施し、６人に満たない場合は試合を開始しない。試合中に怪
我等による人数不足により８人に満たなくなった場合には、そのまま続行す
る。
ただし、5人以下となった場合は試合を中止し、当該チームの全ての試合記
録を抹消する。
(2) 登録した選手全員が交代用要員となる。交代して退いた競技者は交代
要員となり、再び出場することができる。交代の回数は制限されない。
(3) フィールド競技者の交代の手続きは次の通りとする。

①交代によってフィールドから退く競技者は、交代ゾーンからフィールド
の外に出る。

②交代によってフィールドに入る競技者は、交代ゾーンからフィールドに
入る。

③交代は、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中にかかわらず行う
ことができる。

④交代について、主審の承認を得る必要はない。
(4) ゴールキーパーの交代手続きは次の通りとする。

①ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の許可を
得て交代を行う。

②交代して退くゴールキーパーは、ハーフウェーラインのところから
フィールドの外に出る。

③代わりに入るゴールキーパーは、ハーフウェーラインのところから
フィールドに入る。

16．競技者の

用具

(1) 競技者の用具については、（公財）日本サッカー協会「８人制サッカー競
技規則」およびユニフォーム規程に従うものとする。ただし、ユニフォーム規
程第4条の規定にかかわらず、登録されていないユニフォームを着用するこ
とができることとする。
(2) 両チームは、お互いに、また主審と区別できる色の服装を着用しなけれ
ばならない。ただし、用意できない場合は、主審および対戦相手チームの同
意を得てビブスにより対応してもよい。この場合、登録した選手番号と異
なってもよい。
(3) ゴールキーパーについては、キーパー服着用とするが、やむを得ない場
合は主審の許可を得てビブスでの代用も可とする。この場合、その競技者の
番号等の表示を義務付けるものではない。（ビブスは通し番号のもののみと
する）
(４) 出来るだけ胸番の付いたユニフォームの着用が望ましい。

【実 施 要 項】

大会ﾃﾚﾋﾞ特番
ホームページ

https://c.myjcom.jp/jch/
https://c.myjcom.jp/jch/west_01/special/U-12girlsgame.html
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【実 施 要 項】

17.審 判 員 主審・４審（補助審）も本部派遣とする。

18．試合時間 試合時間は35分（15分-５分-15分）とする。飲水タイムを採用する場合
は、試合時間に含むものとする。

19．警告・退場 (1) 競技者が退場を命じられた場合は、その競技者のチームは交代要員
の中から競技者を補充することができる。主審は競技者が補充されよう
としている間は、試合を停止する。
(2) 本大会において退場を命じられた競技者は、本大会の次の1試合に
出場できず、それ以降の処置については本大会本部で決定する。
(3) 本大会の異なる試合において警告を2回受けた競技者は、本大会の
次の1試合に出場できない。ただし、予選の終了時点で、累積の警告は消
滅するものとする。
(4) 本大会の規律・フェアプレー委員会の委員長は、（一社）関西サッカー
協会4種委員長が務める。委員については、委員長が決定する。

20．表彰 ・ 順位決定戦による優勝（１位）、準優勝（２位）、３位、敢闘賞（4位）にトロ
フィー・賞状を授与する。
優勝・準優勝チームにはメダルを授与する（１８名分）

・ チャレンジグループとエンジョイグループの各グループ優勝チームには、
トロフィーを授与する。
・ 各チーム1名をMVPに選出する。

21．選手証の

確認

大会両日とも、自チームの最初の試合の開始時刻の３０分前までに「選手
チェック」を受けること。協会発行の選手証（写真を貼付したもの）を持参
すること。ただし電子登録証（写真が登録されたもの）が確認できる場合
は出場を認めるものとする。提示がない場合は、当日の試合出場は認め
ない。（書式を同じものにする）

22．その他 本大会の実施に関して、本大会要項に定めのない事項については、（一
社）関西サッカー協会4種委員会が最終的に決定するものとする。

大会ﾃﾚﾋﾞ特番
ホームページ

https://c.myjcom.jp/jch/
https://c.myjcom.jp/jch/west_01/special/U-12girlsgame.html


※カッコ内は略称

滋賀県 第1代表 おおつヴィクトリーズＵ-12 （おおつ）

第2代表 大宝サッカースポーツ少年団 （大宝）

第3代表 FCローザ滋賀 （ローザ）

京都府 第1代表 北上F.C.Jr. （北上）

第2代表 北部ガールズ （北部G）

第3代表 KYOTO UNITED GIRLS FC （UNITED）

大阪府 第1代表 大阪PIONE （PIONE）

第2代表 pazduro （pazduro）

第3代表 Medley Girl'S FC （ミードレイ）

第4代表 Senboku girls FC （泉北G）

第5代表 山田くらぶ （山田くらぶ）

第6代表 ｍｆｌ ｆｉｌｈａ ｆｃ （フィーリア）

第7代表 Stella Maris （ステラマリス）

兵庫県 第1代表 北摂ガールズCiero （北摂）

第2代表 つつじが丘・横尾 （つつじが丘）

第3代表 ＦＣ ＤＲＥＡＭＳ ＬＩＣＯ （ドリームズ）

第4代表 だいちSC （だいち）

第5代表 井吹台サッカークラブ （井吹台）

第6代表 西宮女子FC ミニョンヌ （西宮）

第7代表 丹有ガールズ （丹有）

第8代表 多井畑FC （多井畑）

奈良県 第1代表 フルジェンテ桜井ガールズ （桜井）

第2代表 俵口ファルコンFC （俵口）

和歌山県 代表 和歌山オレンジ （和歌山）
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【出場チーム一覧】

auショップ
和泉中央

https://www.au.com/aushop/shop.K-00641/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/


auショップ
大阪狭山
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【予選リーググループ一覧】

グループ A
A1 フルジェンテ桜井ガールズ A2 FCローザ滋賀

A3 井吹台サッカークラブ A4 ｍｆｌ ｆｉｌｈａ ｆｃ

グループ B
B1 つつじが丘・横尾 B2

KYOTO UNITED 
GIRLS FC

B3 山田くらぶ B4 多井畑FC

グループ C
C1 北上F.C.Jr. C2

大宝サッカースポーツ少年
団

C3 だいちSC C4 Medley Girl'S FC

グループ D

D1 俵口ファルコンFC D2 Senboku girls FC

D3 ＦＣ ＤＲＥＡＭＳ ＬＩＣＯ D4 おおつヴィクトリーズＵ-12

グループ E
E1 和歌山オレンジ E2 丹有ガールズ

E3 pazduro E4 北摂ガールズCiero

グループ F
F1 Stella Maris F2 北部ガールズ

F3 西宮女子FC ミニョンヌ F4 大阪PIONE

https://www.au.com/aushop/shop.K-00210/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/


auショップ
泉大津
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【予選リーグ予定】

Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４
桜井 ローザ 井吹台 フィーリア

Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４
俵口 泉北G ドリームズ 大津V

Ａ１ Ａ３ Ａ２ Ａ４
桜井 井吹台 ローザ フィーリア

Ｄ１ Ｄ３ Ｄ２ Ｄ４
俵口 ドリームズ 泉北G 大津V

Ｂ１ B3 B2 Ｂ４
つつじが丘 山田くらぶ UNITED 多井畑
Ｅ１ Ｅ3 Ｅ2 Ｅ４

和歌山 pazduro 丹有 北摂
Ａ１ Ａ４ Ａ２ Ａ３

桜井 フィーリア ローザ 井吹台
Ｄ１ Ｄ４ Ｄ２ Ｄ３

俵口 大津V 泉北G ドリームズ

Ｃ１ Ｃ４ Ｃ２ Ｃ３
北上 ミードレイ 大宝 だいち

－

－

－

－

－

⑧14：40～

⑨15:20～

⑦14：00～

④12：00～

⑤12：40～

－－

－

－

－

－

－

③11：20～

①10:00～

⑥13：20～

－ －

－

－

－

－

試合開始時間 補助審対　　　　　　　戦

い　面（S6南側）あ　面(S6北側）

対　　　　　　　戦

②10：40～

Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４
つつじが丘 UNITED 山田くらぶ 多井畑
Ｅ１ Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４

和歌山 丹有 pazduro 北摂
Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４

北上 大宝 だいち ミードレイ
Ｆ１ Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４
ステラマリス 北部G 西宮 PIONE
Ｃ１ Ｃ３ Ｃ２ Ｃ４

北上 だいち 大宝 ミードレイ
Ｆ１ Ｆ３ Ｆ２ Ｆ４
ステラマリス 西宮 北部G PIONE
Ｂ１ Ｂ４ Ｂ２ Ｂ３
つつじが丘 多井畑 UNITED 山田くらぶ
Ｅ１ Ｅ４ Ｅ２ Ｅ３

和歌山 北摂 丹有 pazduro
Ｆ１ Ｆ４ Ｆ２ Ｆ３
ステラマリス PIONE 北部G 西宮

－

－

－

－

－

③11:20～

－

－

－

－

④12:00～

⑤12：40～

試合開始時間 対　　　　　　　戦 補助審 対　　　　　　　戦

①10:00～ － －

②10：40～

－

－

－

う　面（S7北側） え　面（S7南側）

⑧14：40～

⑨15：20～

⑥13:20～

⑦14：00～

－

－

－

－

https://www.au.com/aushop/shop.K-00209/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/


auショップ
河内長野
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【順位リーググループ一覧】

グループ A
A1 A2

A3 A4

グループ B
B1 B2

B3 B4

グループ C
C1 C2

C3 C4

グループ D

D1 D2

D3 D4

グループ E
E1 E2

E3 E4

グループ F
F1 F2

F3 F4

※ 予選リーグ各グループの順位と抽選により１グループ４チームの６グループに分けられます

https://www.au.com/aushop/shop.K-00208/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/


auショップ
堺駅
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【順位リーグ・順位決定戦予定】

C1 C2 C3 C4

A1 A2 A3 A4

E1 E2 E3 E4

C1 C3 C2 C4

A1 A3 A2 A4

Ｅ１ E3 E2 Ｅ４

A1 A4 A2 A3

C1 C4 C2 C3

E1 E4 E2 E3

A　1位 B　１位 A2位 B2位

試合開始時間 対　　　　　　　戦

い　面（S6南側）あ　面(S6北側）

対　　　　　　　戦

②10:10～

③10:50～

①9:30～

⑥12:50～

－

－

⑦13:30～

④11:30～

⑤12:10～

－

－

－

－

－

－

－

⑩15:30～

⑧14:10～

⑨14:50～ －

－

－ －

－ －

－

－

－

－

－

D1 D2 D3 D4

Ｂ１ B2 B3 B4

Ｆ１ F2 F3 F4

D1 D３ D2 D4

Ｂ１ B3 B2 B4

Ｆ１ Ｆ３ Ｆ２ Ｆ４

Ｂ１ B4 B2 B3

D1 D4 D2 D3

Ｆ１ Ｆ４ Ｆ２ Ｆ３

A 3位 B 3位 A 4位 B4位

う　面（S7北側） え　面（S7南側）

②10:10～

③10:50～

試合開始時間 対　　　　　　　戦 対　　　　　　　戦

①9:30～

－

⑩15:30～

⑧14:10～

⑨14:50～

⑥12:50～

⑦13:30～

④11:30～

⑤12:10～

－ －

－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

※ 予選リーグ各グループの順位と抽選により順位リーグの対戦が決まります

https://www.au.com/aushop/shop.K-00214/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/


auショップ
ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田

11

【会場マップ】

https://www.au.com/aushop/shop.K-00590/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/


日 時

２０２１年１２月５日（日） 10：0０～１3：3０
※天候等により変更される場合があります。

会 場

Ｊ－GＲＥＥＮ堺（大阪府堺市） フットサルフィールド F1, F2

形 式
1回30分20人まで参加の初歩的なサッカー教室を４回開催（予定）
午前の部２回開始時刻 １０：１０／１０：５０ 午後の部２回開始時刻 １２：１０／１２：５０
※各回開始時間10分前より受付開始、先着順で定員に達したら締め切らせて頂きます。

参 加
● 小中学生であれば所属、年齢、性別を問いません。

● 現地受付のみ（参加承諾書への保護者の方の署名が必須となります）

コ ー チ

コノミヤ・スペランツァ大阪高槻に所属するコーチおよび選手が務めます。

ビ ブ ス
参加者にはサッカー教室中に大会ロゴ入り特製ビブス1着を着用していただきます。
2色用意し、教室終了後に進呈いたしますが、着用色はコーチが決めます。

auショップ
あべのｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ
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【12月5日（日）イベント】

＜サッカー教室開催＞

＜表彰式＞

日 時

２０２１年１２月５日（日） 16：15ごろ～
※優勝決定戦・3位決定戦の延長・PK戦などにより遅くなる場合があります。

会 場

Ｊ－GＲＥＥＮ堺（大阪府堺市） フィールド S6北側

https://www.au.com/aushop/shop.K-00218/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/


auショップ
ｲｵﾝﾓｰﾙ鶴見緑地
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【協賛・協力】

協 賛 大阪ダイハツ販売株式会社
https://osaka-daihatsu.co.jp/

有限会社 テクネ・ジャパン
http://techne-japan.co.jp/

auショップ 和泉中央/auショップ 大阪狭山/
auショップ 河内長野/ auショップ 泉大津/
auショップ 堺駅/ auショップ イオンモール堺北花田/
auショップ あべのキューズモール /
auショップ イオンモール鶴見緑地

協 力 株式会社モルテン
https://www.molten.co.jp/

株式会社日本トリム
https://www.nihon-trim.co.jp/

https://www.au.com/aushop/shop.K-00704/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/
https://www.au.com/aushop/shop.K-00641/
https://www.au.com/aushop/shop.K-00210/
https://www.au.com/aushop/shop.K-00208/
https://www.au.com/aushop/shop.K-00209/
https://www.au.com/aushop/shop.K-00214/
https://www.au.com/aushop/shop.K-00590/
https://www.au.com/aushop/shop.K-00218/
https://www.au.com/aushop/shop.K-00704/
https://www.molten.co.jp/
https://www.nihon-trim.co.jp/

