
1 目　　的： ・

・

2 主　　催：

3 主　　管：

4 特別協賛：

5 協　　賛：

6 期　　日：

7 会　　場：

8 参加資格： (1)
(2)

(3)

9 チ－ム構成と条件：
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10 参 加 費：

11 競技方法： (1)
(2)

12 競技規則： (1) 2019年度日本サッカー協会競技規則を準用する８人制サッカー。
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

JFA U-12サッカーリーグ2019（in栃木） 宇河地域リーグ戦（前期）
 要　項

選手の生活圏内の会場で、移動に無理なくゲームができるようにする。

競技時間：40分(20-5-20)  その日の天候に合わせ20分のランニングタイムに3分の
クーリングブレークを入れる。クーリングブレークはホイッスルからホイッスルまで
の3分とする。

競技場：68m×50m　　センターサークル：7m、ゴールエリア：4m

ボールは4号公認球(各チーム持寄り)を使用する。

フリーキック、ゴールキックの時、相手選手は 7m 以上離れること。

試合開始時（メンバーチェック時）８名未満の場合は棄権と見なし、
不戦敗「０－３」とし、不戦勝チームは勝点「３」、不戦敗チームは勝点「０」とす
る。

交代は、ベンチ入りの選手の自由な交代とする。

「JFAの約束２０５０」を達成する為、小学生年代の選手の技術の向上を図り日本
サッカーの強化に努める。

（公財）日本サッカー協会　　（公社）栃木県サッカー協会

宇都宮サッカー協会　　　　　 宇都宮少年サッカー連盟

なし

なし

(前期)･  4月14日(日) ･  4月27日(土) ･  5月12日(日) ･  5月18日(土)予備日

　　  ･  5月19日(日) ･  7月  6日(土) ･  7月13日(土) 予備日

(後期)･  9月  8日(日) ･  9月29日(日) ･10月12日(土)  ･10月13日(日)予備日

　

リーグの順位決定方法は、①勝ち点率　②得失点差　③同ブロック内での対戦結果
④得点　⑤監督の抽選　　※プレーオフは行わない。

参加する選手はスポーツ安全保険に加入していること。

試合中の選手の怪我、傷害はスポーツ安全保険の範囲内のみで補償し、主催者側は一
切の責任を負わないものとする（監督・コーチ・帯同審判に関しても同様）

2019年度　(公財)日本サッカー協会第4種登録チーム及び登録選手であること。
上記チーム所属で、(公財)日本サッカー協会発行の選手証を有する１2才以下の選手で
あること。

宇都宮少年サッカー連盟加盟登録チームの所属選手であること。

リーグ戦に参加する選手は、必ず保護者の同意を得ていること。

チームの帯同審判員は、審判資格を有すること。

年間１チーム　２０,０００円（前期 １０,０００円、後期 １０,０００円）

８人制とし、前期リーグと後期リーグを行う。

　　  ･10月14日(月/祝) ･11月16日(土)

宇都宮市：石井グランド、平出サッカー場、白沢グランド、市内小学校グランド

その他市内近隣グランド

チ－ム構成は、代表者１名、監督１名、コーチ２名、チーム登録選手４０名までとす
る。

※ベンチ入りする監督、コーチはＤ級以上の有資格者(2018年以前に取得したＤ級有
資格者は、2019年度のリフレッシュ講習会を受講していること)

上記日程を基本とするが、場合により日程の変更あり。

抽選会・監督会議は、前期 3月31日(日)　後期 8月25日(日) を予定。



13 会場準備： ・

・ メジャーを持参し、ピッチ等のライン引きを会場運営チームの指示で行う。

14 そ の 他： (1)

(2)

(3)
(4)

15 リーグ戦問合せ 及び 試合結果報告：

16 その他問合わせ先：

本部の片付け、トイレ清掃　→　会場担当チームで

ゴール片付け　→　最終試合のチームで

詳細事項は、別紙「栃木県少年サッカー　地域リーグ戦規約」を参照

選手移動車両は各チーム5台以内とし、ダッシュボードにチーム名を掲示しておくこ
と。

各会場に、参加チームごとに１名　　当日朝 7:30集合。

宇都宮少年サッカー連盟理事

速やかに各ブロック責任者へ報告お願いします。



1 目　　的： ・

・

2 主　　催：

3 主　　管：

4 特別協賛：

5 協　　賛：

6 期　　日：

7 会　　場：

8 参加資格： (1)
(2)

(3)

9 チ－ム構成と条件：
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10 参 加 費：

11 競技方法： (1)
(2)

12 競技規則： (1) 2019年度日本サッカー協会競技規則を準用する８人制サッカー。
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

リーグの順位決定方法は、①勝ち点率　②得失点差　③同ブロック内での対戦結果
④得点　⑤監督の抽選　　※プレーオフは行わない。

競技時間：30分(15-5-15)  その日の天候に合わせ15分のランニングタイムに3分の
クーリングブレークを入れる。クーリングブレークはホイッスルからホイッスルまで
の3分とする。

競技場：68m×50m　　センターサークル：7m、ゴールエリア：4m

ボールは4号公認球(各チーム持寄り)を使用する。

フリーキック、ゴールキックの時、相手選手は 7m 以上離れること。

試合開始時（メンバーチェック時）８名未満の場合は棄権と見なし、
不戦敗「０－３」とし、不戦勝チームは勝点「３」、不戦敗チームは勝点「０」とす
る。

交代は、ベンチ入りの選手の自由な交代とする。

８人制とし、前期リーグと後期リーグを行う。

上記チーム所属で、(公財)日本サッカー協会発行の選手証を有する１０才以下の選手で
あること。

宇都宮少年サッカー連盟加盟登録チームの所属選手であること。

チ－ム構成は、代表者１名、監督１名、コーチ２名、チーム登録選手４０名までとす
る。

※ベンチ入りする監督、コーチはＤ級以上の有資格者(2018年以前に取得したＤ級有
資格者は、2019年度のリフレッシュ講習会を受講していること)

参加する選手はスポーツ安全保険に加入していること。

試合中の選手の怪我、傷害はスポーツ安全保険の範囲内のみで補償し、主催者側は一
切の責任を負わないものとする（監督・コーチ・帯同審判に関しても同様）

リーグ戦に参加する選手は、必ず保護者の同意を得ていること。

チームの帯同審判員は、審判資格を有すること。

年間１チーム　１５,０００円（前期 ７,５００円、後期 ７,５００円）

2019年度　(公財)日本サッカー協会第4種登録チーム及び登録選手であること。

宇都宮サッカー協会　　　　　 宇都宮少年サッカー連盟

なし

なし

(前期)･  4月14日(日) ･  4月27日(土) ･  5月12日(日) ･  5月18日(土)予備日

　　  ･  5月19日(日) ･  7月  6日(土) ･  7月13日(土) 予備日

(後期)･  9月  8日(日) ･  9月29日(日) ･10月12日(土)  ･10月13日(日)予備日

　　  ･10月14日(月/祝) ･11月16日(土)

上記日程を基本とするが、場合により日程の変更あり。

抽選会・監督会議は、前期 3月31日(日)　後期 8月25日(日) を予定。

宇都宮市：石井グランド、平出サッカー場、白沢グランド、市内小学校グランド

その他市内近隣グランド

JFA U-10サッカーリーグ2019（in栃木） 宇河地域リーグ戦（前期）
 要　項

選手の生活圏内の会場で、移動に無理なくゲームができるようにする。

「JFAの約束２０５０」を達成する為、小学生年代の選手の技術の向上を図り日本
サッカーの強化に努める。

　

（公財）日本サッカー協会　　（公社）栃木県サッカー協会



13 会場準備： ・

・ メジャーを持参し、ピッチ等のライン引きを会場運営チームの指示で行う。

14 そ の 他： (1)

(2)

(3)
(4)

15 リーグ戦問合せ 及び 試合結果報告：

16

選手移動車両は各チーム5台以内とし、ダッシュボードにチーム名を掲示しておくこ
と。

速やかに各ブロック責任者へ報告お願いします。

その他問合わせ先： 宇都宮少年サッカー連盟理事

詳細事項は、別紙「栃木県少年サッカー　地域リーグ戦規約」を参照

各会場に、参加チームごとに１名　　当日朝 7:30集合。

本部の片付け、トイレ清掃　→　会場担当チームで

ゴール片付け　→　最終試合のチームで


