
日本トリム Presents 第 14 回全国女子選抜フットサル大会関東大会   

実施要項  

  
１． 名   称   日本トリム Presents 第 14 回全国女子選抜フットサル大会関東大会  

２． 主   催   一般社団法人関東サッカー協会・関東フットサル連盟  

３． 主   管   一般社団法人山梨県サッカー協会・山梨県フットサル連盟  

４． 協   賛   

５． 特別協賛   

６． 期   日   2022 年 5 月 21 日（土）～ 5 月 22 日（日）  

７． 会   場    小瀬スポーツ公園体育館メインアリーナ （山梨県甲府市）  

８． 参加資格   

（1） 一般財団法人日本フットサル連盟（以下、「日本連盟」という。）に加盟登録された都道府県フットサル連

盟の選出チーム（以下、「選抜チーム」という。）であること。  

（2） 選抜チームは、全号の都道府県フットサル連盟に加盟するチーム（以下、「加盟チーム」という。）3 チーム

以上から選抜された選手により構成されたチームである事。 但し、2022 年度の本大会に関しては、新型コ

ロナウ イルス感染症の影響により、2 チーム以上から選抜された選手により構成されたチームとする。 

（3） 選抜チームの選手は、加盟チームに登録された 2010 年 4 月 1 日以前に生まれた選手であること。 

女子に限る 。 

（4） 外国籍選手は、1 チーム当たり 3 名までとする。  

（5） 日本女子フットサルリーグ所属選手を 3 名まで選出する事ができる。  

  

９． 参加チームおよびその数  ７ チーム（1 都６県による）  

  

１０．競技形式  

７チームのノックアウト方式（トーナメント）にて、上位２チームを決定する。  

尚、同点の場合はＰＫ方式により勝敗を決定する。  

  

１１．競技会規定   大会実施年度の日本サッカー協会フットサル競技規則による。  

      ただし、以下の項目については本大会規定を定める。  

（1） ピッチサイズ:４０ｍ×２０ｍ  

（2） 使用球:日本サッカー協会認定のフットサル用ボール  

（3） 競技者の数  

① 交代要員数:９名以内  

② ベンチ入りできる人数:14 名以内（交代要員９名以内・役員 5 名以内）  

③ ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数:2 名以内 

（4） プレーの時間:４０分間（前後半２０分間）のプレーイングタイム  

（5） ハーフタイムのインターバル:５分間とする。  

（6） 引き分け:PK 方式により次回戦進出チームおよび優勝チームを決定する。  

 



１２．懲罰 

（1） 本大会は、公益財団法人日本サッカー協会「徴罰規定」則り、大会規律委員会を設ける。  

（2） 本大会の規律委員会は、関東フットサル連盟の規律委員会とする。 

（3） 本大会期間中に警告の累積が ２回に及んだ選手・チーム役員は、自動的に次の１試合に出場できない。 

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

置については規律委員会において決定する。 

（5） 本大会実施要項の記載事項に無い徴罰に関する事項は、規律委員会にて決定する。 

 

１３．参加申込  

（1） 1 チームあたり 26 名（役員６名・選手２０名）を上限とする。  

（2） 登録される 6 名のチーム役員には、１名以上の女性のチーム役員を登録し、チームに帯同させなければな

らない。  

（3） 参加申込みは、大会参加費の振り込み並びに下記の書類に必要事項を記入の上、郵送で申込むこと。 

① 大会参加申込書（都県フットサル連盟・印）  

② 参加費納入報告書（振込明細のコピー貼付け）  

③ プライバシーポリシー同意書         

（4） 参加費: ４５，０００円   

（5） 振込先口座 :ジャパンネット銀行 すすめ支店 普通口座 5044022  

振込先口座名義:関東フットサル連盟   

※必ずチーム名「都県フットサル選抜名」を明記して振り込みの事。   

（6） 申込先（郵送先）:〒409-3864  

山梨県中巨摩郡昭和町押越 1500-1 押原公園内  

一般社団法人山梨県サッカー協会フットサル連盟 （間下宛て） 

（7） 申込期日:2022 年 5 月 10 日必着  

        ※②の大会参加申込書は 2022 年 5 月 10 日までにデータで送る。  

          データ送付先:  as-kfc.01@water.ocn.ne.jp  山梨県フットサル連盟 間下  

ifctzk2007@yahoo.co.jp 関東フットサル連盟事務局 早川 

  
１４．競技者の用具 

＜１＞ユニフォーム  

（1） ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）は、正の他に副として正と色彩が異なり判別しやすい色のユニフ

ォームを参加申込書に記載し必ず携行すること。（FP・GK 用共）  

（2） ユニフォームのシャツの色彩は審判員が通常着用する黒色または同系色（紺色など）を用いることはできな

い。ゴールキーパーについても同様である。  

（3） シャツの前面・背面に登録した選手固有の番号を付けること。ショーツにも番号を付けることが望ましい。選

手番号は服地と明確に区別し得る色彩であり、かつ判断が容易なサイズの物でなければならない。  

（4） 番号は整数の 1 から 99 を使用し、0 は認めない。1 番はゴールキーパーのために用意される。  

（5） シャツやショーツの下にアンダーシャツやアンダーショーツを外に露出して着用する場合は、その主たる色はシャ

ツの袖やショーツの主たる色と同色でなければならない。（同系色は認めない）  



（6） 競技開始後、フィールドプレーヤーがゴールキーパーとしてプレーする場合のユニフォームは、以下の通りとする。  

①ゴールキーパーのユニフォームシャツと同色・同デザインであることを基本とする。  

（ショーツ･ストッキングについてはゴールキーパーと同様でなくてもよい）  

②競技者が着用するユニフォームにはその競技者自身の背番号を付けなければならない。  

尚、ケガや退場処分等の突発的な諸事情により、交代要員のゴールキーパーが不在でかつ準備が整ってい

ない場合、主審の判断により、ゴールキーパーのユニフォームを前述以外のユニフォームにより代用することが

できる。  

（7） ゴールキーパーのトラウザーの着用を認める。ただし登録（ショーツ）と色が違うものは認めない。  

（8） ユニフォームの広告表示については、日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に基づき、承認を得た場合のみこ

れを認める。大会当日は必ず申請書コピーを持参すること。  

（9） 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。  

(10) その他の事項については、当該年度の日本サッカー協会「ユニフォーム規定」による。  

＜２＞シューズ 

靴底の接地面がアメ色・白色または無色透明のフットサル用シューズのみ使用可能とする。 

（スパイクシューズ及び靴底が着色されたものは使用できない）  

＜ビブス＞ 

交代要員は、競技者と異なる色のビブスを着用しなければならない。 ※選手１人に１枚のビブス（14 枚）

が渡るように、チーム側で用意する。 ※ビブスは２色用意する。 

  

１５．代表者会議   

2022 年 5 月 16 日（月）19:30～Zoom にて実施予定  

※代表者会議に欠席した場合は失格とする。ただしその可否については主催者が決定する。  

  

１６．組合せ   関東フットサル連盟において決定する。  

  

１７．審  判   関東サッカー協会審判委員会より派遣する。   

  

１８．全国大会  

（1） 本大会の上位 2 チームは、全国大会に出場する義務と権利を有する。  

（2） 期日:2022 年 9 月 16 日（金）～9 月 18 日（日）  

（3） 会場:岡山県/岡山市総合文化体育館  

     

１９．その他  

（1） 各試合競技開始時間の６０分前に両チーム責任者・審判とのマッチコーディネーションミーティングを行う。

（欠席したチームは、不戦敗とする。）  

ただし、６０分前が試合中の場合は、その試合終了後直ちに行う。      

尚、電子選手登録証の写し（写真付）を持参すること。  

（2） 試合開始時間前に出場選手は、審判のチェックを必ず受けなければならない。怠った選手の出場は認め

ない。  

（3） 大会規定に違反し、その他不都合な行為のあった時は、そのチームの出場を停止する。  



（4） 試合が一方のチームの責に帰すべき事由により、開催不能または中止となった場合には、その帰責事由の

あるチームは０対５で敗戦したものとする。 

（5） 参加チームは、「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を厳守し大会に参加すること。  

（6） 本大会は、有観客試合で行うが、新型コロナウイルス感染の状況により、無観客試合とすることもある。 

（7） 傷病手当てについては、応急処置または救急車の手配は行うが、その後についてはチームの責任において

処置をする。 

（8） 関東サッカー協会・関東フットサル連盟（主管協会・連盟含む）は、参加者の負傷・傷害に対しては、一

切の責任を負わないものとする。  

（9） ボールを使っての練習は、決められた場所以外禁止とする。  

（10）ごみは、すべて各チームで持ち帰る。  

（11）本大会参加に要する経費は、すべて参加者負担とする。  

（12）本大会の試合に関する動画・写真の権利は、全て関東フットサル連盟に帰属する。また、肖像権等の使   

     用は、関東フットサル連盟の承認を必要とする。 

（13）大会要項に規定されてない事項については、関東フットサル連盟で協議のうえ決定する。  

  

２０．問合せ先      

                  山梨県フットサル連盟  間下 則夫０90-7944-0423  

関東フットサル連盟  事務局⾧  早川 祐司 080-4064-9067  

  


