
 

JFA 第 33 回全日本 O-30 女子サッカー大会関西大会 実施要項 1114 

 

 1. 目 的 

  一般社団法人関西サッカー協会は、30 歳以上の女性を主な対象に普及を主目的として本大会を開

催する。本大会は、女性のサッカーの普及促進のため開催するものであり、大会に参加する女性

がサッカーを通じて友好と親睦を深め、さらには、生涯スポーツとしてのレディースサッカーの

浸透・発展に寄与することを目的とする。 

 2. 名 称 

JFA 第 33 回全日本 O-30 女子サッカー大会関西大会 

 3. 主 催 

一般社団法人関西サッカー協会 

 4. 主 管 

  一般社団法人関西サッカー協会 女子委員会 

  一般社団法人大阪府サッカー協会 女子委員会 

 5. 協  力 

  株式会社モルテン 

6. 日 程、会 場 

  ２０２１年１１月２７日（土） J-GREEN 堺 S6 

7. 参加資格 

(1) 1991 年(平成 3 年)12 月 31 日以前生まれの（公財）日本サッカー協会（以下 JFA）登録選手

(女性)によって構成されたチームであること。なお、当該チームは JFA の加盟登録チームであ

る必要はない。 

(2) 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。 

(3) 移籍選手：本大会の予選を通して、選手は他のチームで参加（参加申込）していないこと。 

※チーム編成は、あくまでも人数の都合上等単独チームとして参加できない場合にのみ可能とな

る 

 ものであり、普及を目的とする大会であることの主旨に鑑み、極端な勝利目的の為のチーム編

成 

 は行わないこと。 

8. 参加チーム 

  京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県から選出されたチームの 4 チーム（奈良県、和歌山県不参加） 

9. 大会形式 

  トーナメント方式 

10. 競技規則 

大会実施年度の JFA「サッカー競技規則」による。（新ルール） 

11. 競技会規定 



 

以下の項目については本大会の規定を定める。 

(1) 競技のフィールド 

天然芝及び人工芝フィールドにて行う。 

(2) ボール 

モルテン社製ボール『ヴァンタッジオ 4900 ﾋﾟﾝｸ 5 号 品番： F5V4900 P 』とする。 

マルチボールシステムを採用しない。 

(3) 競技者の数 

競技者の数：11 名 

交代要員の数：7 名以内 

交代を行うことができる数：自由な交代 交代して退いた競技者が交代要員となって再び出場 

できる。但し、交代の手続きはサッカー競技規則第 3 条に則って行う。 

ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：3 名以内 

(4) 役員の数 

テクニカルエリアに入ることができる役員の数：5 名以内 

(5) テクニカルエリア：設置する 

  戦術的指示はテクニカルエリア内から都度１名の役員が伝えることができる。 

(6) 競技者の用具 

a. JFA のユニフォーム規程に基づいたユニフォームを使用しなければならない。 

b. ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）については、正の他に副として、正と色彩が

異なり判別しやすいユニフォームを参加申込書（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）。JFA に登録されたものを原則とする。 

c. 審判員は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判別しがたいと判断したと

きは、 

両チームの立ち会いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。 

d. 前項の場合、主審は、両チームの各 2 組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツ及び

ソックス  

  のそれぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定することができる。 

e. ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、ソ

ックスと 

同色でなくても良い。 

f. アンダーシャツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを着用する。 

g. アンダーショーツおよびタイツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを

着用す 

る。 

h. シャツの前面・背面に参加申込の際に登録した選手番号を付けること。ショーツの選手番号

につい 

てはつけることが望ましい。 



 

i. ユニフォームの色、選手番号の参加申込締切日以後の変更は認めない。 

j. 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 

(7) 試合時間 

① 試合時間 は 50 分 前後半各 25 分 とする。 

ハームタイムのインターバル前半終了から後半開始まで ))：原則 10 分間 

②試合の勝者を決定する方法（試合時間内で勝敗が決しない場合） 

PK 方式により勝者を決定する。（延長戦は実施しない） 

PK 方式に入る前のインターバル：方式に入る前のインターバル：1 分 

③ アディショナルタイムの表示アディショナルタイムの表示 

行う 

   (8) マッチ MT 

    試合開始 30 分前に指定された場所にて行う。J-GREEN 堺グランド入口（会場で確認のこ

と） 

(9) その他 

① 第 4 の審判員の任命：行う 

12. 懲罰 

(1) 本大会の予選は懲罰規程 上の同一競技会とみなし、予選終了時点で未消化の出場停止処分は

本 

大会において順次消化する。ただし、警告の累積による場合を除く。 

(2) 本大会は、JFA「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。 

(3) 大会規律委員会の委員長は大阪府女子委員長とし、委員（府県女子委員長）については委員

長が決定する。 

(4) 本大会期間中に警告を 2 回受けた選手は、次の 1 試合に出場できない。 

(5) 本大会において退場を命じられた選手は、自動的に次の 1 試合に出場できず、それ以降の処 

置については大会規律委員会において決定する。 

(6) 本実施要項に記載事項にない懲罰に関する事項は、大会規律委員会にて決定する。 

13. 大会参加申込 

(1) 1 チームあたり 3 6 名（役員 6 名、 選手 30 名）を最大とする。参加申込した最大 30 名の選

手 

の中から、各試合メンバー用紙提出時に選手最大 18 名を選出する。 

(2) 参加チーム：所定の参加申込（データ形式）に必要事項を入力の上、（一社）関西サッカー協

会女子委員会宛に、データ送信すること。（2021 年 10 月 29 日中） 

  【宛先】大阪府:穂積 一 hozumi1@gmail.com  

CC:滋賀県:吉田 和弘 7261024ky@gmail.com 

           合わせて各府県女子委員長へも送付のこと 

mailto:hozumi1@gmail.com


 

(3) 参加申込締切以降、選手の変更は原則認めない。ただし役員の変更は可能とする。 

14. 参加料 

      １チーム 45,000 円（2021 年 10 月 27 日中） 

      振込先：ゆうちょ銀行 

1.（一社）関西サッカー協会 

2.口座番号 00990-0-169460 郵便局 

3.大会名(No601) JFA 第 33 回全日本 O-30 女子サッカー大会関西大会 

4.チーム名・氏名 

15.選手証 

JFA 登録および本大会に参加申込を完了した選手のみが試合に出場する権利を有する。各チーム

の登録選手は、原則として JFA 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、JFA 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。 

16. 表彰 

優勝、準優勝チームに表彰状を授与する。 

17. 傷害補償 

チームの責任において傷害保険に加入すること｡大会会場において疾病・傷害が発生した場合、

大会主催側は原則として応急処置のみを行うものとする。 

18. そ の 他 

(1) 大会要項に規定されていない事項については女子委員会において協議の上決定する。 

(2) 大会優勝チームは JFA 第 33 回全日本 O-30 女子サッカー大会の参加資格を得ることとす

る。 

(3) 出場チームは新型コロナウイルス感染症防止対策を実施すること。 

  チェックシート（チーム・指導者用）、チェックシート（チーム運営用）、健康チェックシー

トをマッチ MT 時に提出のこと。（提出なき場合は会場内には入ることは出来ない。） 

(4) 子供をベンチに入れることは出来ないのでご注意下さい。 


