2021 年度

第 30 回関西高等学校女子サッカーリーグ兼

プレ関西女子 U-18 サッカーリーグ（1 部）実施要項
的

1．目

関西地区における女子 U 18 年代のサッカー技術の向上と健全な心の育成を図り、
ユース年代の女子サッカーレベル向上に寄与すること、高校ならびにクラブチーム
のさらなる増加、活動の活性化を促進し、次年度に関西女子 U-18 サッカーリーグ
を実施することを目的とする。

称

2．名

2021 年度

第 30 回関西高等学校女子サッカーリーグ兼

プレ関西女子 U-18 サッ

カーリーグ
3．主

催

一般社団法人関西サッカー協会

4．主

管

2021 年度

第 30 回関西高等学校女子サッカーリーグ兼プレ関西女子 U-18 サッカ

ーリーグ実行委員会
5．協

賛

大阪ダイハツ販売株式会社、株式会社モルテン

6．期

日

2021 年 4 月から 12 月

7．会

場

関西各地

8．参加資格
(1)

チ

(2)

選

ー

ム (公財)日本サッカー協会に女子登録した単独加盟チームであること。
手

上記(1)のチームに 登録された 2003 年（平成 15 年）4 月 2 日から 2009 年（平
成 21 年）4 月 1 日までに生まれた女子選手であること。

(3)

クラブ申請 クラブ申請制度の適用（公財） 日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認
された｢クラブ｣に所属するチームについては、同一「クラブ」内のチームから移
籍することなく、上記（1）のチームで参加することができる。この場合、同一
「クラブ」内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可
能とする。なお、選手は上記（2）を満たしていること。選手が所属するチーム
の種別・区分は問わない。

(4)

外国籍選手 5 名まで登録でき、1 試合 3 名まで出場できる。

(5)

移籍選手

リーグ戦が開始されたのち、当該年度において同一選手が異なるチームで再び
参加申し込みすることはできない。

9．参加チームおよびその数
参加チームは各部とも関西女子 U-18 リーグ大会準備委員会で決定された以下のチ
ームとする。
1部

10 チーム（2020 年度関西高校リーグ 1 部所属チームとクラブ 2 チーム）

日ノ本学園（兵庫）
、神戸弘陵、姫路女学院、大商学園、大阪桐蔭、大阪学芸、追手
門学院（大阪）
、大阪偕星、セレッソ大阪堺ガールズ、INAC 神戸レオンチーナ
2部

8 チーム（2020 年度関西高校リーグ 2 部所属チームとクラブ希望チーム）京

都精華学園、香ヶ丘リベルテ（大阪）、星翔（大阪）、八幡商業（滋賀）、桜宮（大
阪）
、六甲アイランド（兵庫）、三田祥雲館（兵庫）
、向陽（京都）

3部

6 チーム（2020 年度関西高校リーグ 3 部所属チームとクラブ希望チーム）社

（兵庫）
、和歌山北、京都橘、県立西宮（兵庫）
、西山（京都）
、新宮（和歌山）3 部
は期日までに申込を完了したチームが加わることがあります。
10．競技方法
(1)

一回戦総当りで試合時間は次のとおりとする。
80 分（前後半各 40 分）とし、勝敗が決しない場合は引き分けとする。

11．競技規定
(1)

リーグ実施年度(公財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。

(2)

ベンチ入りできる人数は最大 13 名(交代要員 7 名、役員 6 名)とする。

(3)

大会参加申し込みをした選手のうち、各試合の登録選手は最大 18 名とする。

(4)

交代できる人数は、競技開始前に登録した最大 7 名の交代要員の中から 5 名までとする。

(5)

当リーグ戦において警告を 3 回受けた競技者は自動的に次の 1 試合は出場停止とする。

(6)

当リーグ戦において退場や警告を命じられた競技者は大会中において出場停止などの処罰
をうけるが、異なる大会で行われる試合に影響を与えない。

(7)

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可される役員の数は 2 名以内とす
る。

(8)

主審は（一社）関西サッカー協会からの派遣で行う。副審、第 4 審はユース審判員を積極
的に採用する。ユース審判員の育成も本大会の目的の一つであるため、審判に対する暴言
は慎むこと。

(9)

悪天候、天災等による試合中止になった際、キックオフ前に試合が中止した場合および試
合の前半途中で中止した場合は、延期とし再試合とする。前半終了以降で中止が決定した
場合は、試合中止時点のスコアをもって試合成立とする。

(10)

新型コロナウィルス感染症の影響で試合ができないチームが出た場合は、実行委員会で協
議しその後の対処を決定する。

(11)

リーグ戦中に人数不足（7 名未満）で試合が出来ない状態になった場合は、当該チームの戦
績は、全試合を行わなかったこととし最下位とする。

(12)

試合中に人数不足（7 名未満）で試合が出来ない状態になった場合は、当該チームの戦績は
全試合を行わなかったこととし最下位とする。

12．順位の決定
(1)

①勝点

②得失点差

③総得点

④相互対戦

⑤抽選の順で順位を決定する。

(2)

勝点は「勝：3 点」
、「引分：1 点」、
「負：0 点」とする。

(3)

試合を棄権した場合は当該棄権チームの試合はすべて行われなかったものとする。当該棄権
チームと対戦した試合も無効として、対戦したチームの勝ち点、得点、失点などは加算され
ない。また、棄権した試合後行われる試合もすべて行わない。

13．ユニフォーム
(1)

リーグ実施年度の(公財)日本サッカー協会のユニフォーム規程による。

(2)

J リーグ、WE リーグ下部組織チームは上記（1）の規程を受けない。

(3)

J リーグ、WE リーグ下部組織チームでユニフォームの色彩が審判員が通常着用する黒色と

同色あるいは近い色の場合、チームは自チームと相手チームユニフォームと異なる色彩の審
判用服、ショーツ、ソックスを 3 セット用意し審判員に貸し出すこと。
14．試合球

モルテンヴアンンタッジオ 4900

15．表彰

優勝、準優勝、第 3 位を表彰する。

16．選手証
試合会場に登録選手証（写真が添付されたもの）を持参すること。試合開始時刻までに個人
選手証を会場責任者に提出しない個人は、その試合に出場できない。ただし、日本サッカー協会個
人選手証または電子登録証（写真が添付されたもの）で代用できる。選手証または電子登録証の写
しを忘れた場合は、選手証のコピーやオンラインでの確認を行い試合の出場を認める。

17.

経

費
1 部 60.000 円、2 部と 3 部は 12.000 円を 1 チーム当たりの参加費とする。
参加費のほかプログラム購入費が必要です。

18.

入替戦
2021 年度 1 部最下位チームは 2 部に降格する。1 部 9 位のチームは 2 部 2 位チームと入れ
替え戦を行う。2 部 1 位のチームは 2022 年度 1 部に昇格する。
入替戦の大会規定は別に定める。

19.

参加申込
(1) 大会参加申し込みは 2021 年 3 月 6 日までに大会エントリー表を事務局まで提出すること。
(2)大会参加費の支払い期日支払方法は別に定める。

20.

新型コロナウィルス感染防止に関する運営対策は別に定める。

21.

運営組織
リーグ参加チーム代表者 1 名の評議員により選出された委員で大会実行委員会を組織する。
以上

2021 年 2 月 1 日

初版案作成

2021 年 3 月 6 日

初版

2021 年 3 月 15 日

2版

2021 年 4 月 6 日

3版

2021 年 4 月 30 日

4版

＊主管について
関西サッカー協会女子技術委員会や近畿女子高体連技術部が入っているのは違和感があります。
主管にはどのようなものが入るのか僕もはっきり認識しているわけではないですが。
＊２部、３部について
今回はプレ大会で１部だけの開催ではなかったですか？
＊試合時間について
JFA が推進している大会であれば試合時間は 90 分であるべきかと思うのですが。
＊累積警告について
１０試合未満の試合ですと、２回で出場停止になると思います。
＊ユース審判員の活用について
男子でもアシスタントなどで採用しておりますが、第４審にユースはベンチコントロールなど荷が
重い気がします。
＊棄権チームの扱いについて
男子 FA リーグでは複数試合棄権で結果は採用しないとしています。また、その後の試合も実施し
ています。
人数などが少なくなり、実施できない場合は実施が不可能ですが、人数がいるなら成績には反映し
ないが、試合は実施する方が対戦チームの選手たちのためにもなるかと。
＊ユニホームの表記について
ストッキングではなくソックスで統一されています。
＊コロナ対策について
コロナ対策についての文言がありませんでした。
以上
パッと見て気づいたところを上げさせてもらいました。
女子の事情を理解していない部分もあり勝手なことばかり並べました。
また何かあればご連絡ください。

2021 年 2 月 1 日

2021 年度
１．目

的

プレ関西女子 U-18 リーグ実施要項（案）

関西地区における女子 U 18 年代のサッカー技術の向上と健全な心の育成を図り、
ユース年代の女子サッカーレベル向上に寄与すること、そして 高校ならびにクラ
ブチームのさらなる増加、活動の活性化を促進し、次年度に関西 U-18 プレミアリ
ーグを実施することを目的とする。

２．名

称

プレ関西女子 U 18 リーグ（仮称）

３．主

催

一般社団法人関西サッカー協会（承認申請中）

４．主

管

一般社団法人関西サッカー協会女子委員会、関西サッカー協会女子技術委員会、
関西女子高体連技術部、関西女子-18 クラブ部会（承認申請中）
（名称が正しいか、
この組織が主管として必要か他にも必要な組織はないか検討）、近畿各府県サッカ
ー協会女子委員会

５．協

賛

６．期

日

2021 年 4 月から 12 月
試合日は高校総体（インターハイ）府県予選と近畿大会と本大会、皇后杯府県予選
と関西大会と本大会、高校選手権府県予選と近畿大会、クラブユース選手権大会関
西大会と本大会、全日本女子ユース U-18 選手権大会府県大会と関西大会などサッ
カー協会主催大会と日程が重ならない日で行います。
公式戦以外の行事は考慮しません。ただし、体育祭、文化祭、修学旅行は除きます。

７．会

場

関西各地

８．参加資格
(1)

チ

ー

ム (公財)日本サッカー協会に女子登録した単独加盟チームであること。（合同チー
ムを認めるかどうか？プリンスリーグでは将来統合される学校の合同チームは
参加可能という条文があります。関西女子 U-18 では必要ないと思いますが、念
のため検討）

(2)

選

手

上記(1)のチームに 登録された 2003 年（平成 15 年）4 月 2 日から 2009 年（平
成 21 年 4 月 1 日までに生まれた女子選手であること。

(3)

クラブ申請 クラブ申請制度の適用（公財） 日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認
された｢クラブ｣に所属するチームについては、同一「クラブ」内のチームから移
籍することなく、上記（1）のチームで参加することができる。この場合、同一
「クラブ」内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可
能とする。なお、選手は、上記（2）を満たしていること。選手が所属するチー
ムの種別・区分は問わない。中学生は、原則としてピッチ上に 3 名までとする
（将来的な努力目標）
（関東女子 U-18 リーグの要項ではこの条文がありますが、
関西ではどうするか？クラブチームの現状を踏まえて検討必要あり）

(4)

外国籍選手 5 名まで登録でき、1 試合 3 名まで出場できる。
（関西高校リーグでは 4 名登録、
1 試合 2 名までとなっています）

(5)

移籍選手

リーグ戦が開始されたのち、当該年度において同一選手が異なるチームで再び
参加申し込みすることはできない。
高校体育連盟加盟校以外のチームから、各府県の高等学校体育連盟加盟校チー
ムへの移籍登録６カ月未満の者は、大会に参加できない。また、転校後６カ月未
満の者も参加できない。ただし、新年度よりの新規登録者および親権者の転勤
等によってやむを得ず転校した場合など、各府県高体連会長が認めた者はこの
限りではない。
（関西高校リーグではこの規定が入っています。高体連ルールな
ので不要と思います。
）

９．参加チームおよびその数
参加チームは各部とも関西女子 U-18 リーグ大会準備委員会で決定された以下のチ
ームとする。
1部

10 チーム（2020 年度関西高校リーグ 1 部所属チームとクラブ 2 チーム）

日ノ本学園、神戸弘陵、姫路女学院、大商学園、大阪桐蔭、大阪学芸、追手門学院、
大阪偕星、セレッソ大阪堺ガールズ、INAC 神戸レオンチーナ（チーム表記が正し
いか確認。2020 年度関西高校リーグ 1 部チーム 8 チームとクラブチーム 2 チーム
を加えた 10 チーム）
2部

6～10 チーム（2020 年度関西高校リーグ 2 部所属チームとクラブ希望チー

ム）
2020 年関西高校リーグ 2 部所属チーム
六甲アイランド、香ヶ丘リベルテ、星翔、桜宮、京都精華、八幡商業
参加可能性のあるクラブチーム
エルバイレ、テーラ（共に兵庫）
これまで関西高校リーグに参加していて、2020 年度はコロナの影響や人数不足で
参加していなかった学校
県立西宮、和歌山北、北摂三田、神島、国際情報（滋賀）
、奈良育英、三田西陵、有
馬、三田祥雲館、登美ヶ丘（奈良）
、社（兵庫）京都橘、OBF(大阪)、向陽（京都）
この学校や参入を希望するクラブチームにも情報を提供する必要がある。府県女子
委員から連絡してもらうか？
また、B チームの参加についても検討すべき。補欠を作らないことはサッカー発展
に不可欠。部員が多いチームの B チームは 2 部に参加することが可能かどうか審
議すべきだと思います。
10．競技方法
(1)

一回戦総当りで試合時間は次のとおりとする。
80 分（前後半各 40 分、ハーフタイムのインターバルは前半終了後 5 分）とし、勝敗が決しな
い場合は引き分けとする。
（関西高校リーグは 70 分ゲームだが質の高い試合をするためには
80 分又は 90 分が理想。関東女子 U-18 は前期 80 分、後期上位リーグは 90 分、下位リーグ
は 80 分。グラウンド 8 時間だと 70 分ゲームは 5 ゲーム可能だが、80 分又は 90 分ゲームだ
と 4 ゲームしかできない）

11．競技規定
(1)

リーグ実施年度(公財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。

(2)

ベンチ入りできる人数は最大 20 名(交代要員 14 名、役員 6 名)とする。
（人数は検討事項。関東
女子 U-18 リーグは交代要員 9 名と役員 6 名）

(3)

大会参加申し込みをした選手のうち、各試合の登録選手は最大 25 名とする。
（人数は検討事
項。関東女子 U-18 リーグは最大 20 名）

(4)

交代できる人数は、競技開始前に登録した最大 14 名の交代要員の中から 7 名までとする。 た
だし、３部については再交代を認める。
（人数は検討事項。3 部についての記述は不要。試合で
B 戦が組めない場合、交代人数が多いほうが選手を使える。質の高い試合をするなら交代人数
は少ないほうが選手の負荷が高まる。なお、関東女子 U-18 リーグは最大 9 名の交代要員の中
から 7 名又は 5 名。5 名は後期上位リーグのみ）

(5)

当リーグ戦において警告を 2 回受けた競技者は自動的に次の 1 試合は出場停止とする。但
し、リーグ最終戦において 2 枚目の警告を受けた者は、この罰則は適用されない。
（内容は
検討事項。関東女子 U-18 リーグは警告 3 回で次の 1 試合出場停止。リーグ最終戦において 2
枚目は 2 回目のことで、最終戦は次の試合がないから罰則を適用しないのか、次年度に繰り越
すのか、入れ替え戦などがあればそれには持ち越さないか、次の公式戦に持ち越さないかなど
こまかな規定は検討必要）

(6)

当リーグ戦において退場を命じられた競技者は大会を問わず同一大会の直近の試合を出場
停止とし、それ以降試合がないときは大会を問わず直近の試合を停止とする。また、その後の

措置についてはリーグ規律・フェアプレー委員会の決定による。
（内容は検討事項。関東女子
U-18 リーグは次の試合に 1 試合出場できないという規定があるが、次の試合がリーグ戦のこと
か他の大会があった場合の次の試合かは明記されていない。細かな規定は検討必要）

(7)

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可される役員の数は 2 名以内とす
る。

(8)

主審は（一社）関西サッカー協会からの派遣で行う。副審、第 4 審はユース審判員を積極
的に採用する。ユース審判員の育成も本大会の目的の一つであるため、審判に対する暴言
は慎むこと。
（関東女子 U-18 リーグ要項にはこの条文がありました。必要でなければ削除）

(9)

悪天候、天災等による試合中止になった際、キックオフ前に試合が中止した場合および試
合の前半途中で中止した場合は、延期とし、再試合とする。前半終了以降で中止が決定した
場合は、試合中止時点のスコアをもって試合成立とする。
（関東女子 U-18 リーグ要項にはこ
の条文がありました。雷、高温時の試合中止などもあるので入れたほうが良いと思います。
）

(10)

リーグ戦中に人数不足（7 名未満）で試合が出来ない状態になった場合は、当該チームの戦
績は、全試合を行わなかったこととし、最下位とする。
（7 名未満で適正か検討。試合前に 7
名いたが、試合中に負傷して 6 名になったときもこの条文が当てはまるか検討必要。関東女子
U-18 リーグの規定にはない条文）

12．順位の決定
(1)

①勝点

②得失点差

③総得点

④相互対戦

⑤抽選の順で順位を決定する。

(2)

勝点は「勝：3 点」
、「引分：1 点」、
「負：0 点」とする。

試合を棄権した場合は当該棄権チームの試合はすべて行われなかったものとする。当該棄権

(3)

チームと対戦した試合も無効として、対戦したチームの勝ち点、得点、失点などは加算され
ない。また、棄権した試合後行われる試合もすべて行わない。
13．ユニフォーム
リーグ実施年度の(公財)日本サッカー協会のユニフォーム規程による。
但し、以下の項目については当リーグとして規定を定める。
（以下の条文でユニフォーム規定と
重複するものは削除してもよいと思います。ユニフォーム規定にあるがこのリーグで例外的に
認めるものを下記に明記すればよいと思います。
）
(1) ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他に副として、正と色彩
（濃淡）が異なり判別しやすいユニフォームを参加申込（WEB 登録）の際に記載し、各試合
に必ず携行すること（FP・GK 用共）
。
(2) 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。
(3) 選手番号は参加申込の際に登録した選手番号を付けること。ユニフォームのシャツが縞（縦
縞も横縞も）の場合は、台地（白布地等）
（縦 30cm×横 30cm 位）に背番号を付け、判りや
すくする事。
(4)

ユニフォームの色彩、選手番号変更は参加申込締切日以降の変更は認めない。
（WE リーグの
下部組織はトップチームが秋に開幕するため、春から夏にかけてユニフォームデザインが変わる
ことがある。また、4 月開幕前にデザインがわからない場合がある。これらに対応する条文が必
要。）

(5)

ユニフォームへの広告表示については本協会「ユニフォーム規程」に基づき承認された場合
のみこれを認める。尚、会場によって広告掲出料が発生する場合は、チーム負担とする。

(6) ユニフォームに他のチーム（各国代表・プロクラブチーム等）のエンブレム等が付いているも
のは着用できない。
（この条文はユニフォーム規定にあるので削除）
(6) アンダーショーツはユニフォームの主たる色と同じでないといけないという規定が変わりま
した。これを適用するか検討しないといけません。
14．試合球

未定

15．表彰
（表彰式を行うかなど今後検討しないといけません。
）
16．選手証
試合会場に登録選手証（写真が添付されたもの）を持参すること。試合開始時刻までに個人
選手証を会場責任者に提出しない個人は、その試合に出場できない。ただし、日本サッカー協会個
人選手証または電子登録証（写真が添付されたもの）で代用できる。選手証または電子登録証の写
しを忘れた場合は、選手証のコピーやオンラインでの確認を行い、試合の出場を認める。

17.

経

費
予算立案後決定します。
概算ですが、1 試合当たり 15.000 円程度必要です。
審判派遣代主審 4.000 円、副審 3.000 円×2＝6.000 円、グラウンド代 20.000 円/2h。
合計 30.000 円

副審を帯同にするなど経費を削減することは可能と思いますが、最大年間 150.000 円くら
いかかると考えておいてください。
18.

入替戦
未定
（2021 年度終了後 1 部下位チームと 2 部上位チームの入れ替え戦を行うかどうかは審議し
ないといけません。
）

19.

参加申込
(1) 大会参加申し込みは 2021 年●月●日までに大会エントリー表を事務局まで提出すること。
(2)大会参加費の支払いは 2021 年●月●日までに次の口座に振り込むこと
●●銀行

●●支店

普通

●●●●●

名前

●●●●●●

（口座開設などは関西サッカー協会と協議して決定）
19.

運営組織
(1) リーグ参加チームにより選出された委員で大会実行委員会を組織する。（大会が始まると参
加チーム代表による実行委員会を組織するか今後の運営について検討しないといけません。）

20.

その他

2021 年度関西高校リーグでは下記のコロナ対策も明記しましたが、大会要項に入れる必要はないと
思います。
※各会場でのコロナ感染症対策のお願い
・観戦者（メンバー外）のマスク着用の徹底。
・ソーシャルディスタンスを守っての観戦。
・ベンチでのチーム要員のマスク着用の徹底。
（控え選手もマスク着用。アップ中の選手は除く。）
・会場ごとのコロナ対策注意事項を事前に確認し、対策を行ってください。
以上

