
令和４年度 

第４５回チバテレビ旗争奪千葉県 U-12 サッカー選手権大会 

兼 第４６回関東 U-12 サッカー大会 千葉県大会 

大 会 実 施 要 項 
 

１．大 会 名   第４５回チバテレビ旗争奪千葉県 U-12 サッカー選手権大会 

兼 第 46 回関東 U-12 サッカー大会 千葉県大会 

２．主 催   （公社）千葉県サッカー協会・千葉テレビ放送 

３．主 管   （公社）千葉県サッカー協会 第４種委員会・第６ブロック・第７ブロック 

４．協 賛    

５．協 力   モルテン・ じぶん・ 共同写真企画 

６．大 会 日 程   開会式    未定 

試合日    5 月 8 日（日）・5月 15 日（日）・5月 22 日（日）・6月 12 日（日） 

ベスト８   6 月 26 日（日） 

準決勝・決勝 7 月 3 日（日） 青葉の森公園 陸上競技場 

予備日    5 月 14 日・5月 21 日・5月 28 日・6月 18 日、7月 2日、 

 

７．参 加 資 格   （１）「参加チーム」は大会実施年度に千葉県サッカー協会へ加盟登録したチーム（以下、

「加盟チーム」）で所定の大会申し込み手続き（チームエントリー）を終えたチーム

であること。 

（２）チームの構成は単一「加盟チーム」に限られ、年間を通じて継続して活動しているこ

と。 
（３）「選手エントリー」は上記の「加盟チーム」に所属する千葉県サッカー協会に登録済

みの 6 年生以下の選手であること。 
（４）「加盟チーム」に６年生が一人も登録されていない場合は、5 年生以下で構成したチ

ームも認める。また、６年生が９名以上登録されているチームは複数チームでの参加

を可とするが、各々のチームに６年生が１名以上いること。エントリー終了後の選手

の入れ替えは認めない。 
（５）千葉県公認審判員（指導者と兼務も可）２名およびＪＦＡ指導者資格者１名を帯同す

るチームであること。なお、複数チームの監督、ＪＦＡ指導者資格者、公認審判員の

重複登録は認めない。 
（６）選手は健康であり、保護者の同意を得ていること。 
（７）スポーツ傷害保険に加入していること。（選手・役員・審判員） 

 
８．チーム構成   チーム構成は役員２名以上３名以内、選手８名以上２０名以内であること。 

選手のエントリー追加・変更は自チームの 初の試合の３０分前までに会場受付で承認を得

ること。但し、追加・変更は４名までとし、控え用紙は毎試合持参すること。 

また、エントリー提出後の複数チーム間の変更は認めない。 

 

９．参 加 費   ７，０００円（１チーム） 

 

10．大 会 形 式   ８人制サッカーのトーナメント戦 

 

11．競 技 規 則   （１）（公財）日本サッカー協会のサッカー競技規則（2021/22）、８人制サッカー競技規

則に準ずる。 

（２）競技のフィールド 

①大きさ：６８ｍ×５０ｍを基本とするが、試合会場の大きさにより修正は可。 

②ペナルティーエリア等：ペナルティーエリア          ＝１２ｍ 

ペナルティーマーク         ＝ ８ｍ 

ペナルティーアークの半径   ＝ ７ｍ 

ゴールエリア             ＝ ４ｍ 

センターサークルの半径     ＝ ７ｍ 

③ゴール：５ｍ×２.１５ｍ（少年サッカー用ゴール） 

④交代ゾーン：自由な選手交代のため、ベンチ側のタッチラインのハーフウェーに

６ｍの交代ゾーンを設ける（ハーフウェーラインを挟んで３ｍずつ） 

（３）試合球はＪＦＡ認定４号ボールとする。（両チーム持ち寄り） 
（４）競技者の数と交代 

①競技者は８名。 



（８名に満たない場合は試合を行わず不戦敗とする。試合中に怪我により６名に

満たなくなった場合は不戦敗とする。） 
②交代要員は１２名以内とし、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、自由な交代とする。） 
③交代の手続き 
・交代して退く競技者は交代ゾーンからフィールドの外に出る。 
・交代要員は交代ゾーンからフィールドに入り競技者となる。 
・交代はボールがインプレ―・アウトオブプレーにかかわらず行うことができる。 
・ゴールキーパーについては試合の停止中に主審に通知した上で入れ替わること

ができる。 
（５）競技者の用具 

千葉県サッカー協会第４種委員会運用緩和策を適用する。 
①試合用ユニホーム（シャツ、パンツ、ストッキング）は正副２着用意する。（ビブ

ス着用は不可） 
②ソックステープの色は問わない。但し、チーム内で同色のものを着用する。 
③アンダーシャツ、アンダーショーツおよびタイツの色は問わない。但し、チーム

内で同色のものを着用する。 
④ユニホームのデザイン、ロゴ等が異なっていても、主たる色が同系色であれば着

用することができる。 
⑤スパイクは固定式とする。すね当ては必ず着用すること。 
⑥眼鏡については主審が安全であると判断したものは着用できる。 

（６）審判 
①主審 1 名、副審２名、第４の審判１名の４人制とする。 
②主審はフェアプレー精神あふれる行動やリスペクトある行動をとった競技者にグ

リーンカードを示す。 
③第４の審判の任務は次のとおりとする。 

・主審によって要請された試合前・中・後の管理上の任務を援助する。 
・ボールの交換を管理する。 
・交代の手続きが円滑に行われるよう交代をとめることなく目視等で交代のチェ

ック確認を行い主審の援助を行う。 
・チーム、競技者が試合中にフェアプレー精神あふれる行動やリスペクトある行

動をとっていたのを見た場合、主審に知らせ主審がグリーンカードを示す援助

を行う。 
・警告する競技者の特定を間違えて別の競技者が警告された場合や、２つめの警

告が与えられたにもかかわらずその競技者が退場させられない場合、また主審

の見ていないところで乱暴な行為が起きていた場合には主審に合図する。 
（７）試合時間は４０分間（前半・後半各２０分間）、ハーフタイム（前半終了の笛から後

半開始の笛まで）は５分間とする。 
（８）引き分けの場合は、３人によるＰＫ方式により次の試合に進むチームを決定する。但

し。決勝戦および３位決定戦のみ延長戦（５分－５分）を行い、それでも決しない場

合は３人によるＰＫ方式で勝者を決定する。 
（９）プレーの開始と再開 

・キックオフから直接相手のゴールに入った場合は、相手のゴールキックで再開す

る。 
（10）ファウルと不正行為 

①競技者が退場を命じられた場合、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。 
②競技者および役員が累積警告２回は次の１試合を出場停止とする。 
③競技者および役員が退場の場合は次の１試合を出場停止とし、その後の処置につ

いては規律フェアプレー委員会で決定する。 
 
12．表 彰   優勝：優勝旗（持ち回り）、チバテレビ 賞状・メダル、協会 賞状・盾 

準優勝・３位：チバテレビ 賞状・メダル、協会 賞状・盾 

上位３チームを第４６回関東 U-12 サッカー大会（２０２２年８月２７、２８日：山梨県）

に千葉県代表として推薦する。 

 

13．運 営 方 法   （１）各チームは試合開始３０分前までに会場受付に健康チェックシート（チーム一覧表）

およびメンバー表３部を提出し、エントリー表と選手証との照合・確認を受けること。

（メンバー表はベンチ入り役員名、選手名を記載すること。） 



    

（２）審判員は会場受付で審判証および審判ダイヤリーを必ず提示して確認を受けること。

審判服・ワッペンを着用し、審判服での喫煙・ベンチ内でのコーチングは厳禁とする。 
（３）審判は試合が終了した両チームが次の試合の審判を行う。但し、第１試合は第３試合

の両チームが行う。 
（４）ベスト８より第４種審判部派遣審判が担当する。 
（５）審判員４名は担当する試合の前の試合のハーフタイムからタイムアップまでに打ち合

わせ本部で行う。試合終了後、主審は審判報告書を作成し、速やかに会場責任者に提

出し確認を受ける。 
（６）ベンチはピッチに向かって左側が組合せ番号の若いチームとする。 

（７）ベンチに入ることができるのはメンバー表に記載された選手２０名以内と役員２名以

上３名以内とする。 

（８）試合前のピッチ内での練習はメンバー表に記載された選手２０名以内と役員３名以内

とする。 

（９）ハーフタイムの練習は当該対戦チームのみとする。 

 

14．注 意 事 項   （１）ベンチの指示について、行き過ぎた言動とみなされるものについては懲戒処分の対象

とする。 

（２）ベンチでの携帯電話・ビデオカメラ等の使用は禁止する。 

（３）怪我等については本部での応急処置を行うが、その後はチームの責任において対処す

ること。 

（４）会場内では決められた場所以外には立ち入らないこと。 

（５）観戦者はベンチと反対のタッチライン側から応援すること。（会場で設定された場所

であること） 

（６）会場内は全面禁煙とする。但し、喫煙場所が指定されている場合は指示に従うこと。

ゴミは必ず持ち帰ること。 

（７）会場へは公共交通機関を利用すること。やむを得ず車を利用する場合は、１チーム５

台以内として車のフロントにチーム名および番号（１～５）を明記した駐車証（様式

自由）を掲示すること。 

マイクロバス・大型バスを利用の場合は必ず会場責任者へ連絡し了解を得ること。 

但し、会場都合により台数が減る場合もある。 

（８）チーム責任者（代表者等）は自チームの応援者・保護者等について遵守事項の徹底を

図ること。 

 

15．参加申込方法   （１）千葉県サッカー協会第４種委員会ホームページ「様式集」より大会申込フォームをダ

ウンロードし、必要事項を記入した上で、所属ブロックのブロック長へ参加申し込み

をする。 

各ブロック長は参加チームの参加申込書をまとめて所定の期日までに大会事務局へ

提出する。 

（２）参加費振込先  千葉銀行 稲毛支店 (店番号:003) 口座番号 普通 4140148 
口座名義人 千葉県サッカー協会 4 種委員会 第 7 ブロック 

事務局 加藤裕之 
振込の際、 初にブロック名、次にチ－ム名を明記して下さい。 「 例 (○B ○○○○)」
参加費は 1 チームごとに振り込みを行ってください。 

。 

（３）大会申込については、申込書をダウンロードし、必須事項を記入したうえで、各

ブロック長へ エクセルデ－タで提出。各ブロック取り纏めて 事務局に期日まで

に提出 
 (4)大会事務局 熊谷純一 TEL 090－5788－8266 (大会事務局携帯) 

 

16．参加〆切日   ２０２２年３月２０日（日） 期日厳守 

 

【新型コロナウィルス感染症対策】 

（１）参加チームの関係者は日常において新型コロナウィルス感染防止のための「新しい生活様式」に従って感染

防止対策を実践していること。（千葉県サッカー協会第４種委員会ホームページ 新型コロナウィルス感染症

対策を参照） 

（２）新型コロナウィルス感染防止のため無観客での試合となる場合がある。その際、各チーム関係者は第４種委

員会および会場の指示に従うこと。 

 


