
JFA 第 24 回全日本女子 U-18 サッカー選手権大会 北信越大会 

実 施 要 項 

１． 趣 旨 女子サッカーの技術の向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普及 

振興に寄与すること、そしてクラブチームのさらなる増加、活動の活性化を目的 

として、大会を実施する。 

２． 名 称 JFA 第 24 回全日本女子 U-18 サッカー選手権大会 北信越大会 

３． 主 催 （一社）北信越サッカー協会 

４． 主 管 （一社）北信越サッカー協会女子委員会 

（一社）福井県サッカー協会女子委員会 

５． 期 日 2020年 10月 17日（土）、18日（日）、11月 3日（火祝） 

６． 会 場 日東シンコースタジアム丸岡（1回戦） 

〒910-0383 福井県坂井市丸岡町長崎 6-69 

テクノポート福井スタジアム（準決勝・決勝） 

〒913-0038 福井県坂井市三国町黒目 22-51-1 

７． 参加資格 (1) （公財）日本サッカー協会に「女子」の種別で登録した加盟登録チームで

あること。都道府県高等学校体育連盟加盟チームを除く。 

  (2) 2002年（平成 14年）4月 2日から 2008年（平成 20年）4月 1日までに生

まれた女子選手であり、大会申込締切日（2020 年 10 月 3 日）までに登録

（追加登録も含む）されていること。但し、都道府県高等学校体育連盟加

盟選手を除く。（一部例外対応あり。下記（6）参照。）また、中学生以下の

選手だけの大会参加申込は不可とする。 

  (3) 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無く、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・種別区分は問わない。但し、本大会、選手

は他のチームで参加（参加申込）していないこと。 

  (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：本大会、選手は他のチームで参加（参加申込）していないこと。 

  (6) 例外対応：選手数が 11 名に満たない場合に限り、参加申込合計 18 名にな

るまで、同年度の全日本高等学校女子サッカー選手権大会（予選含む）に

参加申込した選手を除き、同一チーム内の都道府県高等学校体育連盟加盟

選手も参加申込することができる。 

  (7) 登録選手証：（公財）日本サッカー協会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。選手は、試合出場に際し、

（公財）日本サッカー協会の発行する選手証（顔写真添付）を原則として

持参しなければならない。但し、本協会 WEB登録システム「KICKOFF」から

出力された大会参加申込書（電子登録証の写し、いずれも写真貼り付けに



よる顔の認識 ができるもの）により確認がとれれば出場を認める。 

８． 大会形式 ノックアウト方式（３位決定戦は行わない） 

９． 競技規則 大会実施年度の(公財)日本サッカー協会競技規則による。 

10． 競技会規定 以下の項目については本大会規定に定める。 

  (1) 競技者の数 

①競技者の数：11名 

②交代要員の数：7名以内 

③交代を行うことができる数：5名以内 

④ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：3名以内 

  (2) ベンチに入ることのできる役員の数：6名以内 

  (3) テクニカルエリア：設置する 

  (4) 競技者の用具 

ユニフォームは当該年度の（公財）日本サッカー協会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。 

  (5) 試合時間 

①試合時間：80分（前・後半 40分） 

②ハーフ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 

③試合の勝敗を決定する方法(前記①記載の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。 

□ＰＫ戦までのインターバル：１分間 

④アディショナルタイムの表示：行う 

  (6) マッチコーディネーションミーティング：各試合競技開始時間の 70分前に

行う。 

  (7) 第 4の審判員の任命：行う 

  (8) 暑熱下において、熱中症対策として CoolingBreak又は飲水タイムを採用す

る。 

11． 懲 罰 (1) 本大会の予選は懲罰規定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、（公財）日本サッカー協会「懲罰規定」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北信越規律・裁定委員長とし、委員については

委員長が決定する。 

  (4) 本大会期間中に警告を２回受けた選手等は、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等は、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。 

12． 審 判 （一社）北信越サッカー協会審判委員会にて行う。 



13． 参加申込 (1) 参加申込書に登録し得る選手数は 30名以内とする。なお、ベンチ入りの人

数は選手 18名・役員 6名の 24名とする。 

  (2) 参加チームは、（公財）日本サッカー協会の WEB登録システム「kick Off」

にて必要事項を入力の上、参加申込み手続きを行うこと。また同時に大会

プログラム用 EXCELデータを、電子メールで(5)申込先へ送ること。集合写

真のサイズは３ＭＢ以内とする。 

  (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。 

  (4) 申込締切：2020年 10月 3日（土）15：00  

  (5) 申込先 

（一社）福井県サッカー協会女子委員会 

岡﨑 護（オカザキ マモル） 

携帯電話番号：090-3293-8815 

データ送信先 E-MAIL：mamozoo@arrow.ocn.ne.jp 

14． 参加料 (1) 22,000円とする。 

  (2) 申込締切日（2020年 10月 3日）までに下記の銀行口座に振り込む。振り込

み手数料は参加チーム負担とする。 

口座名：一般社団法人 北信越サッカー協会  

銀行名：北陸銀行  

支店名：滑川支店（なめりかわしてん）  

預金種目：普通口座番号：６０５６７７９ 

※大会コード『Ｈ０８０３』およびチーム名を忘れず振り込むこと。 

『Ｈ０８０３○○』で申し込むこと。 

『   』内の○○はチーム名（8 文字以内、長ければ略記） 

ＡＴＭで送金者名変更可能 

15． 選手変更及びメンバー用紙・選手証の確認 

  (1) メンバー提出用紙は、試合開始 70分前までに大会本部に提出する。 

  (2) 選手証の確認は、本部にて行う。 

16． 傷害保険 試合会場では応急処置のみ主催者が行い、以後の手当てはチームの責任として行

う。参加者全員は、各チームの責任において傷害保険に加入させること。 

17． 表彰及び表彰式 

  (1) 優勝チーム及び準優勝チームには賞状を授与する。 

  (2) 表彰式は、決勝戦終了後に試合会場にて行う。 

  (3) 優勝チームには JFA 第 24回全日本女子 U-18 サッカー選手権大会（全国

大会）への出場権を与える。 

18． 災害時の対応について 

  試合前及び試合中に、災害（落雷及び地震等）の発生並びに発生の可能性がある

場合は、即座に試合を中止する。その後、完全にその可能性がなくなるまでは、

再開しない。尚、予定された日程が消化できない場合は、運営側と参加側で協議



し、その後の対応を決定する。 

   

19. その他     (1) 開会式は実施しない。 

           (2) 大会要項に規定されていない事項については、（一社）北信越サッカー協 

             会及び女子委員会において協議の上決定する。 

            (3) 大会出場チームは、大会運営を円滑にする為、別紙「競技運営上の注意事 

             項について」を遵守すること。 

            (4) 大会出場チームは、別紙「コロナウイルス感染拡大防止対策」を遵守する 

             こと。 

19． 組合せ 10 月 17 日（土）まるｽﾎﾟ南 11：30 試合① 福井 GOWEST L.F.C. 

対 ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟 FC ﾚﾃﾞｨｰｽ 

  まるｽﾎﾟ南 14：30 試合② 北陸大学ﾌｨｵﾘｰﾚ 

対 AC長野ﾊﾟﾙｾｲﾛｼｭﾍﾞｽﾀｰ 

           

  10 月 18 日（日）テクノ 11：30 試合③ ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟ﾚﾃﾞｨｰｽ U-18 

 対 ①勝者 

   14：30 試合④ ②勝者 対 富山ﾚﾃﾞｨｰｽ 

  11 月 3 日（火祝）テクノ 11：30 試合⑤ ③勝者 対 ④勝者 


