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テレビ特番放送情報

番組名： JFA U-12ガールズゲーム2022関西第39回関西少女サッカー大会

＿放送日時＿
2023年
1月10日（火）19：00～20：00
1月11日（水）11：00～12：00
1月12日（木）19：00～20：00
1月13日（金）11：00～12：00
1月13日（金）19：00～20：00
1月14日（土）18：00～19：00
1月15日（日）18：00～19：00

※放送スケジュール・内容は
予告なく変更となる場合があります。

※最新の放送日程については、
電子番組表(EPG)でご確認ください。

＿放送エリア＿
J:COM関西18局

J:COM大阪セントラルエリア
大阪市（淀川区、東淀川区、北区、都島区、旭区、中央区、城東区、鶴
見区、東成区）

J:COM豊中・池田エリア
豊中市、池田市

J:COM北摂エリア
箕面市、茨木市、摂津市

J:COM高槻エリア
高槻市、三島郡島本町

J:COM吹田エリア
吹田市

J:COM北河内エリア
四條畷市、守口市、門真市、大東市、交野市、寝屋川市

J:COM大阪エリア
大阪市（阿倍野区、住吉区、東住吉区、生野区、平野区、天王寺区）

J:COM東大阪エリア
東大阪市

J:COMかわちエリア
松原市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市

J:COM南大阪エリア
大阪狭山市、河内長野市、富田林市

J:COM堺エリア
堺市

J:COM和泉・泉大津エリア
和泉市、泉大津市

J:COMりんくうエリア
貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

J:COM神戸・芦屋エリア
神戸市（東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区）、芦屋市

J:COM神戸・三木エリア
神戸市（長田区、須磨区、垂水区、西区）、三木市

J:COM宝塚・川西エリア
宝塚市、川西市、猪名川町、三田市

J:COM京都みやびじょんエリア
京都市・向日市・長岡京市・大山崎町

J:COM和歌山エリア
和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市貴志川町

※放送エリア内でも、視聴頂けない場合がございます。J:COM
チャンネルが視聴可能かどうかはこちらを確認ください。

＿地域情報アプリ「ど・ろーかる」＿
この番組は、地域情報アプリ「ど・ろー
かる」でも配信いたします。

2023年1月10日19:00 ～
2023年２月 9日

外出先等からスマホやタブレットで当
番組をご視聴いただけますので、ぜ
ひご活用ください。

地域情報アプリ「ど・ろーかる」の概要、
インストール方法、使い方については、
バナーをクリックしてください。

https://tvguide.myjcom.jp/?sc_pid=my_tv_header_tvguide
https://c.myjcom.jp/jch/index.html#anc02
https://www2.myjcom.jp/special/dolocal/index.shtml
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【あ い さ つ】

関西サッカー協会

会長 藤澤 輝彦

JFA U-12ガールズゲーム関西2022 第39回関西少
女サッカー大会を無事に開催できますことを、大会に関
わる皆さんと共に心から喜びたいと思います。

前々大会は二度の延期を経て当初予定より3か月遅れ
ての開催となりました。前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、出場チームや関係者の皆さまのご理解とご協力によ
り計画通り12月に実施されましたが、大変短い準備期間
となりました。今大会についても新型コロナウイルス感染
症拡大の影響は懸念されていましたが、日本社会全体の
努力によって平時に近い実施となっています。

また、今大会は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3年目
となります。前大会よりさらに競技環境やチームおよび選
手を応援していただく環境の向上に加え、チーム旅費補
助やサッカー教室開催の内容をより向上させています。

選手の皆さんには、感染症対策を十分に行った上で、
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
を期待します。

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2022関西 第39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 有限会社テクネ・ジャパン

６．後 援 株式会社ジェイコムウエスト

７．協 力 株式会社モルテン

８．会 場 Ｊ－GＲＥＥＮ堺 S6, S7

９．期 日 ２０２2年（令和4年）１２月3日（土）・4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】

https://www.jcom.co.jp/service/tv/guide/?sc_pid=my_header_tvguide
https://c.myjcom.jp/jch/
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【実 施 要 項】

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
・各順位グループ： 予選リーグの結果（１位から４位）を６チームを２ブロック
に分け３チームでグループリーグを行い、各グループの順位（１位から３位）に
て順位決定戦を行う。

（３）順位決定戦
・各グループの各順位同士対戦し、１位から6位までの順位を決定する。

（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）

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 モルテン ペレーダ4000ホワイト×メタリックレッド
（F4L4000-WR）を使用する。

https://www.jcom.co.jp/service/tv/guide/?sc_pid=my_header_tvguide
https://c.myjcom.jp/jch/


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 ゴールキーパーが交代で退く際は、境界線の最も近い位置からフィー
ルドをでなければならない。

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。

4

【実 施 要 項】

https://www.jcom.co.jp/service/tv/guide/?sc_pid=my_header_tvguide
https://c.myjcom.jp/jch/
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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

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。

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。

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。

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 ・１位グループによる順位決定戦の優勝（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）

・２位以下のグループは順位決定戦の優勝チームには、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。

【実 施 要 項】

https://www.jcom.co.jp/service/tv/guide/?sc_pid=my_header_tvguide
https://c.myjcom.jp/jch/


※カッコ内は略称

滋賀県 第1代表 FCローザ滋賀 （ローザ）

第2代表 おおつヴィクトリーズＵ-12 （おおつ）

第3代表 Ｃｕｏｒｅ石山 （Ｃｕｏｒｅ）

京都府 第1代表 北上F.C.Jr. （北上Jr）

第2代表 Loko.girls.fc （Loko）

第3代表 KYOTO UNITED GIRLS FC （UNITED）

大阪府 第1代表 ｍｆｌ ｆｉｌｈａ ｆｃ （ｆｉｌｈａ）

第2代表 pazduro （pazduro）

第3代表 FC茨木ESBガールズ （ESB）

第4代表 Medley Girl'S FC （Medley）

第5代表 山くらガールズ （山くら）

第6代表 大阪市レディースFC U12 （大阪市L）

第7代表 大阪PIONE （PIONE）

兵庫県 第1代表 西播磨ガールズ （西播磨）

第2代表 丹有ガールズ （丹有G）

第3代表 学園FCベガ （学園FC）

第4代表 北摂ガールズ （北摂G）

第5代表 西宮女子ＦＣ ミニョンヌ （西宮女子）

第6代表 だいちサッカークラブ （だいち）

第7代表 長尾台ガールズサッカークラブ （長尾台）

第8代表 有瀬サッカークラブＬ （有瀬SCL）

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 奈良葛城ガールズ （奈良葛城）

和歌山県 代表 和歌山オレンジ （和歌山）

6

【出場チーム一覧】

https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/
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【12月3日 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 Cuore石山

A3 西宮女子ＦＣ ミニョンヌ A4 大阪市レディースFC U12

グループ B
B1 丹有ガールズ B2

KYOTO UNITED 
GIRLS FC

B3 山くらガールズ B4 有瀬サッカークラブＬ

グループ C
C1 北上F.C.Jr. C2 おおつヴィクトリーズＵ-12

C3 北摂ガールズ C4 FC茨木ESBガールズ

グループ D

D1 奈良葛城ガールズ D2 Medley Girl'S FC

D3 学園FCベガ D4 FCローザ滋賀

グループ E
E1 和歌山オレンジ E2

長尾台ガールズ
サッカークラブ

E3 pazduro E4 西播磨ガールズ

グループ F
F1 大阪PIONE F2 Loko.girls.fc

F3 だいちサッカークラブ F4 ｍｆｌ ｆｉｌｈａ ｆｃ

https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/
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【12月3日 予選リーグ予定】

あ 面(S6北側） い 面（S6南側）

試合開始時間 対 戦 対 戦

①10:00～ 桜井 － Cuore西宮女子 - 大阪市Ｌ

②10：40～ 丹有Ｇ - UNITED山くら -
有瀬
SCL

③11：20～ 北上Jｒ - おおつ北摂Ｇ - ESB

④12：00～ 桜井 - 西宮女子Cuore - 大阪市Ｌ

⑤12：40～ 丹有Ｇ - 山くらUNITED -
有瀬
SCL

⑥13：20～ 北上Jｒ - 北摂Ｇおおつ - ESB

⑦14：00～ 桜井 - 大阪市ＬCuore - 西宮女子

⑧14：40～ 丹有Ｇ -
有瀬
SCL

UNITED - 山くら

⑨15:20～ 北上Jｒ - ESBおおつ - 北摂Ｇ

う 面（S7北側） え 面（S7南側）

試合開始時間 対 戦 対 戦

①10:00～ 奈良葛城 - Medley 学園FC - ローザ

②10：40～ 和歌山 - 長尾台pazduro - 西播磨

③11：20～ PIONE - Lokoだいち - filha

④12：00～ 奈良葛城 - 学園FCMedley - ローザ

⑤12：40～ 和歌山 - pazduro長尾台 - 西播磨

⑥13：20～ PIONE - だいちLoko - filha

⑦14：00～ 奈良葛城 - ローザMedley - 学園FC

⑧14：40～ 和歌山 - 西播磨長尾台 - pazduro

⑨15:20～ PIONE - filhaLoko - だいち

https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/
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【12月4日 順位リーググループ一覧】

あ面(S6北側）

グループ１A

予選グループA1位 予選グループB1位 予選グループC1位

グループ１B

予選グループD1位 予選グループE1位 予選グループF1位

い面（S6南側）

グループ2A

予選グループA2位 予選グループB2位 予選グループC2位

グループ2B

予選グループD2位 予選グループE2位 予選グループF2位

う面（S7北側）

グループ3A

予選グループA3位 予選グループB3位 予選グループC3位

グループ3B

予選グループD3位 予選グループE3位 予選グループF3位

え面（S7南側）

グループ4A

予選グループA4位 予選グループB4位 予選グループC4位

グループ4B

予選グループD4位 予選グループE4位 予選グループF3位

https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/


あ 面(S6北側） い 面（S6南側）

試合開始時間 対 戦 対 戦

①09:30～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループA1位 グループB1位 グループA2位 グループB2位

②10:10～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループD1位 グループE1位 グループD2位 グループE2位

③10:50～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループB1位 グループC1位グループB2位 グループC2位

④11:30～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループE1位 グループF1位グループE2位 グループF2位

⑤12:10～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループC1位 グループA1位 グループC2位 グループA2位

⑥12:50～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループF1位 グループD1位 グループF2位 グループD2位

13:30～ 順位決定戦前ブレーク

⑦14:00～
順位リーグ

－
順位リーグ順位リーグ

－
順位リーグ

1A-3位 1B-3位2A-3位 2B-3位

⑧14:40～
順位リーグ

－
順位リーグ順位リーグ

－
順位リーグ

1A-2位 1B-2位2A-2位 2B-2位

⑨15:20～
順位リーグ

－
順位リーグ順位リーグ

－
順位リーグ

1A-1位 1B-1位2A-1位 2B-1位

※順位決定戦でPK戦に入った試合の後の試合は順延

※「1A-1位vs1B-1位」前に優勝決定戦前セレモニーあり

※「1A-1位vs1B-1位」後に表彰式あり

う 面（S7北側） え 面（S7南側）

試合開始時間 対 戦 対 戦

①09:30～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループA3位 グループB3位 グループA4位 グループB4位

②10:10～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループD3位 グループE3位 グループD4位 グループE4位

③10:50～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループB3位 グループC3位グループB4位 グループC4位

④11:30～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループE3位 グループF3位グループE4位 グループF4位

⑤12:10～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループC3位 グループA3位 グループC4位 グループA4位

⑥12:50～
予選リーグ

－
予選リーグ予選リーグ

－
予選リーグ

グループF3位 グループD3位 グループF4位 グループD4位

13:30～ 順位決定戦前ブレーク

⑦14:00～
順位リーグ

－
順位リーグ順位リーグ

－
順位リーグ

3A-3位 3B-3位4A-3位 4B-3位

⑧14:40～
順位リーグ

－
順位リーグ順位リーグ

－
順位リーグ

3A-2位 3B-2位4A-2位 4B-2位

⑨15:20～
順位リーグ

－
順位リーグ順位リーグ

－
順位リーグ

3A-1位 3B-1位4A-1位 4B-1位

10

【12月4日 順位リーグ・順位決定戦予定】
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【会場マップ】
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日 時

２０２2年１２月4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

● 小学生であれば所属、年齢、性別を問いません。
● 未就学児童は保護者の方にフィールド内へ付き添いしていただきます。
● 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

トップ女子チーム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。

12

【12月4日（日）イベント】

＜サッカー教室開催＞

＜表彰式＞

日 時

２０２2年１２月4日（日） 16：00ごろ～
※関係する試合の延長・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://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/
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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/

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

大会ロゴ 題字揮毫 竹田知華
https://tomoka82875.wixsite.com/monocreate

https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/
https://www.molten.co.jp/
https://osaka-daihatsu.co.jp/
http://techne-japan.co.jp/
https://tomoka82875.wixsite.com/monocreate
https://tomoka82875.wixsite.com/monocreate
https://tomoka82875.wixsite.com/monocreate

