2021 年度 JFA U-15 女子サッカーリーグ 2021 東海
参入戦要項
1.

主催 一般社団法人東海サッカー協会

2.

主管 一般社団法人東海サッカー協会女子委員会
JFA U-15 女子サッカーリーグ 2021 東海運営委員会

3.

期日
2022 年 1 月 22 日（土）
、23 日（日）
、29（土）
、30 日（日）
、2 月 5 日（土）
、6 日（日）

4.

会場 未定

5.

参加資格
（１）2021 年本協会に「女子」の種別で登録した加盟登録チームであること。
（２）2007 年（平成 19 年 4 月 2 日）～2009 年（平成 21 年 4 月 1 日）
（通称中２～中１）に生
まれた選手であること。
（３）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。
（４）①上記（1）のチームに選手登録締切日 12/20 までに登録された中学 1.2 年の女子選手。
②クラブ申請制度の適用： 本協会により「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、リーグに加盟する他の
チームで参加（参加申込）していないこと。
（５）2022 年度、年間通してリーグ参加が可能なチーム。

6.

競技方法
（１）大会実施年度の公益財団法人日本サッカー協会制定の競技規則による。
（２）参加チーム（最大 4 チーム）による 1 回戦総当たりのリーグ戦を行う。
（３）順位決定の方法は、勝ち点の高いチームを上位とする勝ち点方式による。
勝ち点の算出方法は、勝ち３点、引き分け１点、負け０点とする。勝ち点が並んだ場合は、
当該チーム同士の対戦成績（PK 戦の勝敗含む）
、総得失点差、総得点の順で順位を決定する。
（４）参入戦上位 1 位が自動昇格、2 位が東海 U15 リーグ 7 位と入替戦を行う。
但し、コロナウイルス感染拡大の影響で、以下例外を設ける。
① 東海リーグ 1 巡実施不可の場合 → 東海リーグ 7 位 VS 参入戦 2 位
東海リーグ 8 位 VS 参入戦 1 位
②1 月参入戦実施不可の場合→参入戦＆入替戦中止→東海リーグチーム残留
（５）試合時間：８０分（前・後半４０分）とする。引き分けの場合は、PK 戦を行う。
（６）ハーフタイムのインターバル：原則１０分（前半終了から後半開始まで）
（７）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：７名以内（ただし、後半の交代回数は３回以内とする）
１回に複数人を交代することは可能。前半、ハーフタイム、クーリングブレイクでの交代は、
後半の交代回数に含まれない。
（８）ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：３名以内
（９）役員の数：ベンチ入りできる役員の数：６名以内
（１０）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その都度ただ 1 人の役員が伝えることができる。
（１１）1 チームの競技者が 7 人未満になった場合、
「0－6」不戦敗とする。
（１２）参加者は各チームの責任において傷害保険に加入していること。
（１３）試合球は公認 5 号級持ち寄りとする。
（１４）ユニフォームは、正、副の異なる色を用意する。事前に対戦相手との協議にて着用カラーを
決定する。
（１５）申込登録選手数は、３０名とする。
（１６）退場処分を受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（１７）警告累積が 2 回となったものは、次の１試合に出場できない。
7. 審判
（１）審判は東海サッカー協会派遣審判とする。
（２）会場当番及び記録は、開催県東海 U15 育成分科会委員もしくは県内女子委員で行う。
8. 参加チーム
（１）各県上位チームで、各県女子委員長の推薦を得たチームとする。
（２）各県 1 チームまでとする。
（３）組合せは、参加チーム及び日程、会場決定次第調整とする。
9. 参加料 20,000 円 試合当日に支払う。
10. 書類提出
①参加申込
参加チームは、参加申込書（別紙）に記入し、各県東海 U15 育成分科会委員を通じて運営委員長
までメールにて提出
提出期限；

２０２１年 １２月 ２０日 （月） まで

②メンバー表及び選手証の提出
参加チームは、メンバー表（別紙）を記入し、選手証と共にリーグ運営委員長までメールにて提出
提出期限；

２０２２年 １月 ８日 （土）

＜提出先＞
JFA U-15 女子サッカーリーグ 2021 東海
運営委員長

須藤

090-7195-3158
ketasudo@yahoo.co.jp

まで

2021 年度 JFA U-15 女子サッカーリーグ 2021 東海
入替戦要項

1． 主催 一般社団法人東海サッカー協会
2． 主管 一般社団法人東海サッカー協会女子委員会
JFA U-15 女子サッカーリーグ 2021 東海運営委員会
3． 期日 2022 年 2 月 11 日（祝）
、12 日（土）
、13 日（日）
予備日 2 月 19 日（土）
、20 日（日）
4． 会場 未定
5． 参加資格
（１）2021 年（公財）日本サッカー協会（以下 JFA）に女子登録した加盟チームであること。
（２）2007 年（平成 19 年 4 月 2 日）～2009 年（平成 21 年 4 月 1 日）
（通称中 2～中１）に生ま
れた選手であること。
（３）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。
（４）①上記（1）のチームに選手登録締切日 12/20 までに登録された中学 1.2 年の女子選手。
②クラブ申請制度の適用： 本協会により「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、リーグに加盟する他のチー
ムで参加（参加申込）していないこと。
（５）2022 年度、年間通してリーグ参加が可能なチーム。
6． 競技方法
（１）大会実施年度の公益財団法人日本サッカー協会制定の競技規則による。
（２）東海 U15 リーグ 7 位と参入戦 2 位がノックアウト方式による試合を実施する。
（３）引き分けの場合は、上位に位置する（東海 U15 リーグ）チームが残留とする。
但し、コロナウイルス感染拡大の影響で、以下例外を設ける。
① 東海リーグ 1 巡実施不可の場合 → 東海リーグ７位 VS 参入戦２位
東海リーグ８位 VS 参入戦１位
②1 月参入戦実施不可の場合→参入戦＆入替戦中止→東海リーグチーム残留
（４）試合時間：８０分（前・後半４０分）とする。
（５）ハーフタイムのインターバル：原則１０分（前半終了から後半開始まで）
（６）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：７名以内（ただし、後半の交代回数は３回以内とする）
１回に複数人を交代することは可能。前半、ハーフタイム、クーリングブレイクでの交代は、
後半の交代回数に含まれない。
（７）ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：３名以内
（８）役員の数：ベンチ入りできる役員の数：６名以内
（９）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その都度ただ 1 人の役員が伝えることができる。
（１０）1 チームの競技者が 7 人未満になった場合、
「0－6」不戦敗とする。
（１１）参加者は各チームの責任において傷害保険に加入していること。
（１２）試合球は公認 5 号級持ち寄りとする。
（１３）ユニフォームは、正、副の異なる色を用意する。事前に対戦相手との協議にて着用カラーを
決定する。
（１４）申込登録選手数は、３０名とする。
（１５）退場処分を受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（１６）警告累積が 2 回となったものは、次の１試合に出場できない。
7. 審判
（１）審判は東海サッカー協会派遣審判とする。
（２）会場当番及び記録は、開催県東海 U15 育成分科会委員もしくは県内女子委員で行う。
8. 参加チーム
（１）東海リーグ 7 位と参入戦 2 位
（２）組合せは、参加チーム及び日程、会場決定次第調整とする。
9.

書類提出
①参加申込
参加チームは、参加申込書（別紙）に記入し、各県東海 U15 育成分科会委員を通じて運営委員長
までメールにて提出
提出期限；

２０２１年 １２月 ２０日 （月） まで

②メンバー表及び選手証の提出
参加チームは、メンバー表（別紙）を記入し、選手証と共にリーグ運営委員長まで、メールにて
提出
提出期限；

２０２２年 １月 ８日 （土）

＜提出先＞
JFA U-15 女子サッカーリーグ 2021 東海
運営委員長

須藤

090-7195-3158
ketasudo@yahoo.co.jp

まで

