
子供たちがもっとサッカーを楽しむことでもっとサッカーが好きになり、もっと上手にな
ろうと思うのではないでしょうか。
そして、もっと努力することや相手のチーム、指導者、応援してくれる仲間や家族をリ
スペクトできるようなサッカー環境づくりをしていきましょう。

山梨県サッカー協会４種委員会 2011



項目 説 明

名称

主催

主管

4種委員会での主管組織を明示した。
リーグ全体の運営をU-12リーグ運営委員会が、各グループリーグの実施を各グループごとの実行委員会が行う。

後援
現時点で後援はない。
今後、後援団体等があった場合は掲示する。後援に関し公募することも検討する。

この間を使い長期リーグ（前期）を開催する。

この間を使い長期リーグ（後期）を開催する。

【原則】
会場確保に当たっては、各グループごとにリーグ日程と合わせて会場を確保することが原則とする。

年間通じて会場の一部を確保すると共に、提供調整を行う。

目
的

リーグ戦という機会の提供を通じて「サッカーを文化として定着させること」、「選手個々の成長を獲得するための指導環境、育成
環境を作ること」が目的である。

目
的
の
共
有

各チームで目的を十分に認識した上で、公式戦の意味、試合の位置づけを理解し、試合結果の評価と課題への取り組みを選
手、指導者が行うことが目指すべき姿である。
目的を共有した上で各チームの責務を示した。
①グループリーグのすべての参加チームが、リーグを実施する主管者である。
②各グループリーグは、リーグ運営委員会より運営管理、指導を受ける。
③技術部、審判部は、指導者育成体制の確立への取り組みを提案し、各グループリーグはこれを実施する。
④サッカー文化（サッカーを楽しみ、個の育成を図る）の醸成には、各チーム保護者も含めた理解と協力が不可欠である。
●「グループ実行委員会運営マニュアル」を作成する。

a f k p u z
b g l q v aa
c h m r w ab
d i n s x ac
e j o t y ad

ba bf bk bp bu bz
bb bg bl bq bv ca
bc bh bm br bw cb
bd bi bn bs bx cc
be bj bo bt by cd

ea ef ek ep eu ez
eb eg el eq ev fa
ec eh em er ew fb
ed ei en es ex fc
ee ej eo et ey fd
1 参加条件の大前提

＊４種委員会の主催であることから、登録チームが前提となる。

参加の特例①
＊このリーグが育成を目的とするリーグであることから、出場機会を確保するための特例。
○２チーム以上の参加は、加盟チームへの配慮であるから、それ以上参加させたい場合は2チーム登録をすること。
＊チームとしての参加（グループリーグ運営協力も含むチームの責務が担保されること）が前提。

参加の特例②
＊同年代の女子への思いやり措置の特例。
＊チームとしての参加（グループリーグ運営協力も含むチームの責務が担保されること）が前提。

2 ＊Ｈ23年度前期リーグについては、Ｈ22年12月24日までとする。
＊後期リーグは、Ｈ23年7月31日までとする。

3 これまでと同じ取り扱い。

4 60日規定の適用

複数エントリーに対する特例
＊重複しての出場は認めない。（前期、後期それぞれの期間中は、同一チームでのプレーしか出来ない。）
＊前期→後期にエントリー間での異動可。

5

1 エントリーチームの登録制限に関する人数制限規定は設けない。

2 U-11以下の選手であっても参加できる。

3 運営委員会、実行委員会双方で管理 【エントリー登録用紙】

4 実行委員会リーダーは、取りまとめて各グループ内で共有するとともに、運営委員会に写しを提出する。
【エントリー登録用紙】

選
手
の
登
録

前項の資格を有する選手の登録人数は制限されない。

前項の資格を有する選手の年齢条件は制限されない。

エントリー登録は、Ｕ－12運営委員会が定める登録用紙によりＵ－12リー
ググループ実行委員会において管理される。

エントリー登録は、 各リーグ開幕までに各グループ実行委員会に提出す
る。

参
加
資
格

日本サッカー協会に第４種加盟し、山梨県4種委員会に所属するチームで
あること。

ただし、複数エントリーを希望する場合は、加盟チームに対し2チームまで
出場を認める。
複数チームエントリーをするチームにあっては、2チーム目はU-11のみで
編成されるチームであってはならない。

また、女子登録されたＵ－12年代の選手で登録するチームであって、山梨
県4種委員会が出場を認めたチームについてはエントリーすることができ
る。

当該チーム所属の選手であるとともに、（財）日本サッカー協会発行の写
真付き選手証を所持していること。ただし、選手証発行前（4月末日まで）は
WEB登録の用紙で代用できる。

前期、または後期の期間中に同一選手が本リーグ内の異なるチームへ移
籍後、再び本リーグに出場する場合は、山梨県4種委員会移籍に関する
内規の取り扱いに準ずる。

ただし、加盟チーム内で複数エントリーをする場合は、前期、後期を同一
チームでプレーすることを前提にエントリーチーム間の移動を認める。

資格について疑義が提出されたときは、本リーグ運営委員会において審
議する。

Ｕ－12リーグへのチームエントリーは、運営委員会が指定する日までに各
地区理事を通じて行うものとする。

ミドルクラスの段階のリーグを「ピーチリーグ」と称し、略称を「Pリーグ」とする。
①～③は、Gリーグと同じ。

Ｐ－ウエスト Ｐ－セントラル Ｐ－イースト

ストロベリーリーグ（Ｓリーグ） ロークラスのリーグを「ストロベリーリーグ」と称し、略称を「Sリーグ」とする。
①～③は、基本的にGリーグと同じだが、各グループのチーム数については、U-12リーグへの参加チーム数により変更がある。

S－ウエスト S－セントラル S－イースト

山梨県４種委員会（U-12リーグ運営委員会）による確保、調整

U-12リーグは、山梨のサッカー文化の創出を図るとともに、日本サッカーの将来を支える
選手の育成環境として、トレーニング成果、課題を引き出す機会を提供することを目的と
する。

本U-12リーグは、育成に目を向け、チームエゴに偏ることなく、指導者、保護者等関係者
が協力して環境づくりに取り組むことで実現するリーグである。
目的を共有して事業運営に当たるため、以下の取り組みを行う。
①グループリーグ実行委員会の設置による全チームの運営協力。
②リーグ運営委員会の全体運営管理、指導。
③技術部、審判部の関わりによる指導者育成体制の確立。
④各チーム保護者も含めたサッカー文化の醸成。

【
前
期

】
の
グ
ル
ー

プ
編
成

グレープリーグ（Ｇリーグ） グループリーグは、拮抗した試合環境を作るため３つの段階に分けてリーグを構成する。

ハイクラスの段階のリーグを「グレープリーグ」と称し、略称を「Gリーグ」とする。
①U-12リーグ運営委員会で振り分けられた各地域別チーム数により、X～Zの各グループ（全１０チーム）を構成する。
②各地域別チーム数について、各地域で承認されたチームが参加する。
③各グループごとにグループリーグ実行委員会を組織する。

Ｇ－ウエスト Ｇ－セントラル Ｇ－イースト

ピーチリーグ（Ｐリーグ）

各U-12リーグ グループ実行委員会での確保

U-12リーグが４種委員会の公式戦であることを明示した。
公式戦への参加は、4種登録チームの義務であり、本大会の目的を理解し、その運営に協力することを求めるものであることを
意味している。

山梨県サッカー協会４種委員会

山梨県４種委員会（U-12リーグ運営委員会）、U-12リーグ グループ実行委員会

期
間

前期 平成23年4月3日（日）～平成23年7月31日（日）

後期 平成23年10月1日（土）～Ｈ23年12月25日（日）

山梨県４種U-12リーグ2010 レギュレーション(実施要綱)

内 容

山梨県４種U-12リーグ

会
場



項目 説 明内 容

1 各グループの試合数は、10×（10-1）÷2＝45試合
リーグ全体では前期、後期合わせて405試合を実施する。

2 1グループ10チームを目途に、グループ数、参加チーム数を調整する。

3 チーム自己申告を各地区で調整し、運営委員会に推薦する。
《グループ分けの手順》
①各チームがU-11でのチーム状態を自己判断し、各地区理事にレベルを申告する。
②理事は、各地区会議を開催し、各チームからの自己申告レベルを公表するとともに、運営委員会より提示された各レベルごと
の地区割り当て数により、Gリーグ、Pリーグ、Sリーグの推薦チームを調整し、運営委員会に推薦する。【別紙1.振り分け案を参
照】

※各地域での承認についての提案として、
各地域でのレベル協議に当たっては、その材料となる評価を事前（U-11時期）に行うようにする。その上で、エントリーチームご
とに自己申告を行い、地域での承認（調整）を得て運営委員会に報告する。
（例）
各地区で実施するU-11での試合実績と所属選手の年齢層等を参考に、地区でのレベル分け基準ルールを作る。
・具体的にはH23年度への対応は各地区での協議による。
●H24年度に向けてはH23年度（12月までに）U11リーグを開催する。【今後検討して実施案を示す】

4 ③運営委員会は、各地区より提出された推薦結果を各レベルリーグごとに抽選して振り分ける。

5 ※詳細は、別紙2.後期グループ分けのルールを参照

【グループ調整】
Ｈ23年度後期リーグの調整を行う。
（一部参照）
・前期Ｇ各リーグ１位～３位の９チーム、４位～７位の９チームをＧの３グループに分ける（振り分けルールどおり）
・前期Ｐリーグ１位～３位の９チームをＧの３グループに分ける
他のリーグもこれに準じ、各グループに振り分ける。

6

「ウインド」「フォレスト」「マウント」の格差はない。

7 後期においても、リーグ全体の運営をU-12リーグ運営委員会が、各グループリーグの実施を各グループごとの実行委員会が行
う。

1 選手への出場機会、プレー機会の確保を担保するため、20分ハーフの試合時間とする。

2 【山梨県U-12リーグ実施のガイドライン】
山梨県U-12リーグ実施のガイドラインは、競技規則、8人制審判法、全日本少年サッカー大会規則を参考にしたガイドラインを示
すもの。今後、具体的な内容を検討しながら随時公表する。

1 主審と補助審判の役割等については、山梨県U-12リーグ実施のガイドラインにおいて規定する。

2

1

2 警告、退場等の取り扱いについては、山梨県U-12リーグ実施のガイドラインにおいて規定する。

1

2 「予期せぬ事情」とは、①試合中に競技選手の数が6人を下回った場合、②前期リーグ中に試合の消化が不可能となる要因が
生じた場合、などグループ実行委員会において協議し、同意を得た試合について、原因チームと理由を明らかにしU-12リーグ
運営委員会で承認を得た試合については、原因チームに対し0－5のスコア―で処理すること。

3 後期G-「ウインド」「フォレスト」「マウント」各グループリーグの上位（1～2位）の6チーム、ならびに全少大会山梨県予選決勝進
出した2チームの計8チームをシードする。
重複した場合には、G-「ウインド」「フォレスト」「マウント」各グループリーグの3位チームの中から、勝点、総得点が高い順から選
出する。
【ニッサングリーンカップ】
４種最後の選手権として、3種への壮行大会の意味もあり、これまで通り11人制として別途定める。

1 Ｇ～Ｓの各リーグにおいて1位を表彰する。
Ｇ～Ｓ×3チーム＝9チーム

2 Ｇ～Ｓの各リーグにおいて1位を表彰する。
Ｇ～Ｓ×3チーム＝9チーム

3 (フェアプレー賞の選考)
フェアプレー賞の選考は、グリーンカードの活用、自立した選手、リスペクトの姿勢なども含めを新たに【U-12リーグフェアプレー
表彰選考内規】を定める。

審
判

Ｐ－ウインド

予期せぬ事情によりグループリーグの試合が開催できない場合であって
没収試合、不戦敗の取り扱いを行う際は、0-5のスコア―取り扱いとする。

グ
ル
ー

プ
順
位
決
定

試合の勝者は3点、引き分けは1点、敗者は0点の勝点が与えられ、勝点
の多い順に、順位を決定する。ただし、最終合計点が同一の場合には、以
下の順序により決定する。

〈1〉 得失点差 〈2〉 総得点の多少 〈3〉 該当チームの対戦成績
〈4〉 抽選(後期リーグへの昇格、降格の対象チームのみ）

後期Gリーグの順位に応じて、当該年度のニッサングリーンカップ選手権
大会予選リーグのシードが与えられる。

試
合
方
法

ル
ー

ル

競技規則は平成22年度財団法人日本サッカー協会の競技規則、ならびに
8 人制サッカールールと審判法をベースに、山梨県U-12リーグ実施のガイ
ドラインに基づき行う。
●「山梨県U-13リーグ実施のガイドライン」を策定する。

警告、退場などの取り扱いは、これまでの４種大会に準じて行う。

Ｓリーグは、10チームを目途にグループを編成し、1回戦総当りのリーグ戦
を行う。

前期リーグは、次のグループ分けで行う。
Ｇリーグ、Ｐリーグ、Ｓリーグは、前年（2010年）度各地域でのＵ－11のチー
ム成績等をもとに推薦されたレベルにより、地域性等を考慮して編成され
た10チーム（Ｓリーグは10チーム前後）のグループリーグを行う。 Ｇリー
グ、Ｐリーグは3つのグループリーグを設定し、計30チームが所属する。Ｓ
リーグは、参加チーム総数によりグループリーグの数を設定する。

主審による一人審判制とするが、補助審判として１名がサポートする。

・Ｇリーグの各グループ下位3チームとＰリーグの各グループ上位3チーム
とが入れ替える。
・Ｐリーグの各グループ下位2チームとＳリーグの各グループ上位2チーム
が入れ替わる。ただし、入れ替えが行われるリーグ間のグループ数が違う
場合、昇格チーム数によって調整を行う。

試合時間は、40分（20分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバルは原則
として5分とする。延長は行わない。

競技規則は平成22年度財団法人日本サッカー協会の競技規則、ならびに
8 人制サッカールールと審判法をベースに、山梨県U-12リーグ実施のガイ
ドラインに基づき行う。
●「山梨県U-12リーグ実施のガイドライン」を策定する。

ピーチリーグ（Ｐリーグ）

ストロベリーリーグ（Ｓリーグ）

Ｇ－ウインド Ｇ－フォレスト

Ｇリーグ、Ｐリーグとも、10チームによる1回戦総当りのリーグ戦を行う。

グ
ル
ー

プ
編
成

フェアプレー賞
前期リーグ、後期リーグにおいて、フェアプレー賞を設け表彰する。

表
彰

前期リーグ表彰
前期のＧ～Ｓの各リーグにおいて、それぞれ1位となったチームを表彰す
る。
後期リーグ表彰
後期のＧ～Ｓの各リーグにおいて、それぞれ1位となったチームを表彰す
る。

≪後期リーグの名称≫
拮抗した試合環境を作るため３つの段階に分けてリーグを構成する。

後期リーグにおいても各リーグのグループごとに実行委員会を組織し、グ
ループ参加チームが協力して運営にあたる。

グレープリーグ（Ｇリーグ）

競技規則は平成22年度財団法人日本サッカー協会の競技規則、ならびに
8 人制サッカールールと審判法をベースに、山梨県U-12リーグ実施のガイ
ドラインに基づき行う。
●「山梨県U-12リーグ実施のガイドライン」を策定する。

Ｐ－フォレスト

Ｇ－マウント

Ｐ－マウント

Ｓ－ウインド Ｓ－フォレスト Ｓ－マウント

各リーグ、グループの編成は、山梨県Ｕ－12リーグ運営委員会において決
定する。

後期リーグのグループ分けは、前期の成績を基にリーグ間の自動入れ替
えを行う。入れ替えに関するシステム（ルール）は以下のとおりとする。



前期グループの分け方（案）

③グループ 階層ごとに3つのグループに分ける

Ｇ－Ｘ（10） Ｇ－Ｙ（10） Ｇ－Ｚ（10） 30チーム

前期 Ｐ－Ｘ（10） Ｐ－Ｙ10） Ｐ－Ｚ（10） 30チーム

Ｓ－Ｘ（10） Ｓ－Ｙ（10） Ｓ－Ｚ（10) 30チーム

平成22年度4種登録チーム数 平成23年度リーグ戦エントリー数（予想値）

峡北 9 峡北 11
峡中 22 峡中 25
甲府 23 甲府 27
峡東 11 峡東 14
郡東 7 郡東 7
郡南 8 郡南 10
計 80 計 94

前期グループ組合せ（案・地区考慮）

地区 チーム数 地区 チーム数 地区 チーム数
峡北 8 峡北 3 峡中 8
峡中 10 峡中 7 甲府 9
甲府 10 甲府 8 峡東 3
峡東 4 峡東 7 郡東 4

計 32 郡東 3 郡南 7
郡南 3 計 31

ＧＰＳに分ける 計 31
ＧＰＳに分ける

ＧＰＳに分ける

峡北 2 峡北 1 峡中 3 峡北 3
峡中 3 峡中 3 甲府 3 峡中 9
甲府 4 甲府 2 峡東 1 甲府 9
峡東 1 峡東 2 郡東 1 峡東 4

10チーム 郡東 1 郡南 2 郡東 2
郡南 1 10チーム 郡南 3

10チーム

峡北 2 峡北 1 峡中 2 峡北 3
峡中 4 峡中 2 甲府 3 峡中 8
甲府 3 甲府 3 峡東 1 甲府 9
峡東 1 峡東 2 郡東 2 峡東 4

10チーム 郡東 1 郡南 2 郡東 3
郡南 1 10チーム 郡南 3

10チーム

峡北 3 峡北 2 峡中 3 峡北 5
峡中 3 峡中 2 甲府 3 峡中 8
甲府 4 甲府 2 峡東 1 甲府 9
峡東 2 峡東 3 郡東 1 峡東 6

12チーム 郡東 1 郡南 3 郡東 2
郡南 1 1１チーム 郡南 4

1１チーム

Ｓ-イースト

分配数

分配数

分配数（調整含む）

Ｇ-イースト

Ｐ-ウエスト Ｐ-セントラル Ｐ-イースト

Ｓ-ウエスト Ｓ-セントラル

全90チームと仮定

Ｘ（西グループ） Ｙ（中央グループ） Ｚ（東グループ）

Ｇ-ウエスト Ｇ-セントラル

地区を考慮して10づつ

（Sは調整し、11～12）

に分ける。



後期グループの分け方（案）

・後期リーグは、グループ数は前期と同じとし、前期リーグの成績を基にリーグ間の自動入れ替えを行う。

・後期リーグのグループ分けについては前期リーグの順位により、各リーグを3段階に振り分ける。
（後期リーグ振り分けの例）

前期リーグ結果 ＊この振り分けになるとは限りません。

↓入れ替え

↑入れ替え

↓入れ替え

↑入れ替え

１０位 １０位 １０位 Ｓイ-10 Ｓウ-10 Ｓセ-10
９位 ９位 ９位 Ｓウ-９ Ｓセ-９ Ｓイ-９
８位 ８位 ８位 Ｓセ-８ Ｓイ-８ Ｓウ-８
７位 ７位 ７位 Ｓイ-７ Ｓウ-７ Ｓセ-７
６位 ６位 ６位 Ｓウ-６ Ｓセ-６ Ｓイ-６
５位 ５位 ５位 Ｓセ-５ Ｓイ-５ Ｓウ-５
４位 ４位 ４位 Ｓイ-４ Ｓウ-４ Ｓセ-４
３位 ３位 ３位 Ｓウ-３ Ｓセ-３ Ｓイ-３
２位 ２位 ２位 Ｐイ-10 Ｐウ-10 Ｐセ-10
１位 １位 １位 Ｐウ-９ Ｐセ-９ Ｐイ-９

１０位 １０位 １０位 Ｓイ-２ Ｓウ-２ Ｓセ-２
９位 ９位 ９位 Ｓウ-１ Ｓセ-１ Ｓイ-１
８位 ８位 ８位 Ｐイ-８ Ｐウ-８ Ｐセ-８
７位 ７位 ７位 Ｐウ-７ Ｐセ-７ Ｐイ-７
６位 ６位 ６位 Ｐセ-６ Ｐイ-６ Ｐウ-６

Ｐイ-４
５位 ５位 ５位 Ｐイ-５ Ｐウ-５ Ｐセ-５

３位 ３位 Ｇセ-10 Ｇイ-10 Ｇウ-10
４位 ４位 ４位 Ｐウ-４ Ｐセ-４

Ｇセ-８ Ｇイ-８
２位 ２位 ２位 Ｇイ-９ Ｇウ-９ Ｇセ-９

１０位 １０位 １０位 Ｐセ-３ Ｐイ-３ Ｐウ-３
９位 ９位 ９位 Ｐイ-２ Ｐウ-２ Ｐセ-２
８位 ８位 ８位 Ｐウ-１ Ｐセ-１ Ｐイ-１
７位 ７位 ７位 Ｇウ-７ Ｇセ-７ Ｇイ-７
６位 ６位 ６位 Ｇセ-６ Ｇイ-６ Ｇウ-６
５位 ５位 ５位 Ｇイ-５ Ｇウ-５ Ｇセ-５
４位 ４位 ４位 Ｇウ-４ Ｇセ-４ Ｇイ-４
３位 ３位 ３位 Ｇセ-３位 Ｇイ-３ Ｇウ-３
２位 ２位 ２位 Ｇイ-２位 Ｇウ-２ Ｇセ-２

・リーグ間のチーム入れ替えは順位による自動入れ替えとする。
・Ｇリーグの各グループ下位3チームとＰリーグの各グループ上位3チームとが入れ替える。
・Ｐリーグの各グループ下位2チームとＳリーグの各グループ上位2チームが入れ替わる。ただし、入れ替えが行われるリーグ間のグループ数が違う場合、昇格
チーム数によって調整を行う。

１位 １位 １位 Ｇウ-１位 Ｇセ-１ Ｇイ-１
Ｇ－ウエスト Ｇ－セントラル Ｇ－イースト

Ｐ－ウエスト Ｐ－セントラル Ｐ－イースト

Ｓ－ウエスト Ｓ－セントラル Ｓ－イースト

１位 １位 １位

３位

Ｇ－ウインド Ｇ－フォレスト Ｇ－マウント

Ｓ－ウインド Ｓ－フォレスト Ｓ－マウント

Ｐ－ウインド Ｐ－フォレスト Ｐ－マウント

Ｇウ-８

前期Ｇリーグ１位～３位の９チームを３
グループに分ける。

前期Ｇリーグ４位～７位の12チームを３
グループに分ける。

前期Ｐリーグ１位～３位の９チームを３
グループに分ける。

前期Ｇリーグ8位～10位の９チームを３
グループに分ける。

前期Ｐリーグ4位～7位の12チームを３
グループに分ける。

前期Ｓリーグ１位～２位の６チームを３
グループに分ける。

前期Ｐリーグ9位～10位の6チームを３
グループに分ける。

前期Ｓリーグ3位～10位の24チームを３
グループに分ける。
ただし、参加チーム数によりグループ
数を調整する。



山梨県4種 Ｕ－12リーグ実施に向けたスケジュール

スケジュール 11月8日 12月24日 1月14日 2月12日（土）

4種理事会 グループ分けの決定
臨時評議員会
（代表者会議）

Ｕ－１２運営委員会 レギュレーション公表
ガイドライン・Ｑ＆Ａの
検討、随時公表

参加チーム数、配分の
取りまとめ

グループ実行委員会運
営マニュアル作成

前期グループ公表

2月12日

グループ実行委員会 修正・意見 グループ実行委員会

1月21日まで
役割分担、日程、会場
調整

地区理事 各チームへの周知
地区での参加取りまと
め

4種理事会でグループ
決定

必ず参加

地区推薦配分協議 1月29日

12月中旬

各チーム チーム内での参加検討

指導者、保護者での内容確
認

４種委員会応援ペー
ジ、
山梨県サッカー協会
ホームページ等

リーグ参加体制の準備
（チーム内での合意）
リーグ日程調整のための

チームスケジュール確認
（学校行事や会場確保も）

12月24日 までに
報告様式 を使い
風間まで 報告



山梨県４種U-12リーグ2010 参加チーム取りまとめ表 地区名 地区

理事氏名

ＮＯ 参加チーム名 チーム責任者 連絡先 配分先
４種（または５種）
登録チーム名

チーム代表者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



項目分類 Ｑ Ａ
ガイドライ
ン該当事項

リーグ目的 「試合中はノーコーチング」というルールを取り入れた
らどうか、
個の育成・課題の抽出を図ることを目的にしているリー
グであり選手育成と指導者に成長にもつながるのではな
いか。

確かに、過度なコーチングは選手の判断を引き出さない
ばかりでなく、選手の主体性の成長をも奪ってしまいま
すが、選手を励まし、もう少しがんばるための後押しが
選手に成長を促す場合もあります。
ルールで縛るのではなく、各チームの指導者が率先して
コーチングのあり方を考え、実践してはいかがでしょう
か。

資格・選手証 ・選手証の提示、照会についてはどうするのか？ ①当日の選手証確認は、会場入りしたときにおこなうよ
うにします。
この時、登録選手である自覚を促すために（選手証を選
手自身が手にする機会としても必要）、
●整列時に選手がメンバー表を持参してチェックを受け
るように工夫してはいかがでしょう。
②１試合目、２試合目のメンバー表は、（従来どおり）
試合開始30分前までにメンバー表を確認します。

これまで、ユニホームというのはシャツ・パンツ・ス
トッキングの3点を指していましたが。
シャツだけ2着でパンツ・ストッキングについては1着
でよいということになるのですか？

リーグ実施のガイドライン
「試合の実施」
4．競技者の用具（基本的な規定はこれまでと変わらな
い）
これまで通り異なる2色のユニホーム（シャツ・パン
ツ・ストッキング）を用意する。

また、③にあるようにビブス着用も場合によっては許容
していることから、各実行委員会で確認し、全てが異
なっていなくても主審の判断で許容してはいかがか。

試合のルール 都合のつかなかった2チームだけで試合を行なう場合に
第3者が審判に入るのか？

リーグの運営は、グループリーグ実行委員会において行
うものであり、実行委員会の責任において試合を成立さ
せるものです。
したがって、当事者のみで成立する試合は存在しないと
考えます。

試合のルール マーカー等でラインとしてよいか？ 人工芝等のピッチを利用する場合などラインを引くこと
が不都合な場合、マーカー等で位置を明確にすることで
可能であると考えます。
その場合、アークを描くことも省略できることにしま
す。
当然、審判の判断に委ねられるとともに、選手への指
導、指導者や保護者の理解と協力が不可欠であることは
言うまでもありません。

試合のルール ピッチのサイズに幅があるが、推奨値に統一する必要は
ないのか。

U-12年代は、身体的な成長が顕著で一年の中でも変化
が大きい時期であります。また、グループ全体で試合会
場を確保、分担して自主的なリーグ運営を行ううえで
は、小学校などを活用することも不可欠です。そうした
様々な状況も考慮し、グループ内でピッチサイズを検討
し、納得の下にリーグが運営できるよう幅を持たせてい
ます。
推奨サイズは、あくまでも運営委員会としての推奨サイ
ズであり、全少大会県予選等においてはこのサイズを採
用するものです。

1競技の
フィールド
①大きさ

試合のルール ・交代方法は、交代ゾーンでの自由な交代となるのか。 基本はインプレー、アウトオブプレーに関わらず、交代
ゾーンでの自由な後退が可能です。ただし、規定される
ものがありますので「ガイドライン」を確認してくださ
い。

３競技者の
数
③交代の手
続き

試合のルール 交代要員について、メンバー表に記入されていれば何人
でも交代できるのか。

交替人数を制限はしませんが、メンバー表に記載されて
いることが前提です。現時点でのメンバー標記債上限は
25人を予定しています。

４競技者の
数
②交代でき
る要員

試合のルール ・試合時間は実際にやってみて変えていけばよいのでは
ないか。

２０１１年度は、２０分ハーフ（インターバル5分）と
して実施します。
インターバル時間については、選手がベンチに戻ってい
る時間（休息時間）を5分間確保、計測するように主審
が心がけます。

審判 ・1人審判に現実的に対応できるのだろうか？（3人制
に慣れてしまったことにより運動量の少ない主審も多い
が） → 長野県のように2人制を採用しても良いので
は

１人審判制により、審判と選手のそれぞれを成長させる
ものであって、審判のみならず、選手、指導者、保護
者、それぞれにリスペクトし、協力して試合運営を円滑
にする努力によりリーグが成立するものであると考えま
す。
初めての取り組みの開始である２０１１年度から、１人
審判制にチャレンジしていくこととしています。

山梨県U-12リーグＱ＆Ａ



審判 帯同する審判は１人でよいか。 １人審判性と補助審判なので、原則１人でよいと思われ
ます。ただし、各グループでの運営割り当て等によるも
のですから、各グループで協議してください。

エントリー ・2つ目のエントリーチームは、6年生が含まれさえす
ればよいのか。

U‐１２リーグとしてのエントリーは、４種登録チーム
に２チーム目のエントリーを認めています。これは、６
年生が全て試合に出場することができるようにするため
の配慮です。
したがって、６年生が含まれるチームでなければなりま
せんが、その人数についての規制はありません。

エントリー ・エントリー料は 今後の理事会で検討して示します。

エントリー 複数エントリーに関連して、チーム指導者の最低登録人
数は？

４種登録における指導者の資格等はこれまで通りです。
エントリーの際には、それぞれのチームごとにチーム責
任者（チーム役員）と審判員が必要です。
「ガイドライン」を確認してください。

15帯同す
る指導者、
チーム役員
16指導者
の資格

エントリー 複数エントリー時の指導者は、両チームで重複してもよ
いか。審判員や代表者を兼務することは可能か。

参加に際しては、それぞれが別のチームとして扱われ、
その所属するグループリーグで責任を果たすことが前提
です。
したがって、それぞれのチーム責任者は異なる有資格者
をもってチーム参加を行ってください。登録されたチー
ム責任者が、そのチームの管理者となります。
ただし、コーチの登録はこれまで通り、重複して行って
いただき、ベンチ入り指導者、帯同審判員としてチーム
の運営に関わることは可能です。
試合当日の指導者を確保するために、エントリーチーム
間での指導者の活用（兼務）をさせるためには、それぞ
れのチームに重複した登録を行ってください。
ベンチ入り指導者は、これまで通り３名とします。将来
的にはベンチ入り指導者に有資格者の要件を条件とする
考えがありますので、積極的に指導者資格を取得するよ
うにしてください。

エントリー 前期のみ、後期からの出場は可能か？ 可能です。
ただし、後期のみ参加する場合は、Sリーグへの参加に
なります。

運営 ・実行委員会を組織するが、グループ運営の具体的方法
はマニュアル等で示されるか。

グループリーグ実行委員会運営マニュアルを作成しま
す。

運営 ・実行委員会での情報共有や結果の公開などをどうする
のか。（広報委員会との関係）

広報委員会で検討し、実行委員会マニュアル等に示しま
す。

運営 ・実行委員会には役員はどう関わるのか。（役員、事業
運営部）

今後の理事会で検討して示します。

運営 ・リーグ戦各グループの運営費はどうなるのだろうか？ Ｕ－12リーグでは、前期、後期合わせ405試合を想定
しており、4種委員会で手当てできる経費に限りがある
ことから、各グループで各チーム負担による運営費の確
保が必要になることも考えられます。各グループへの運
営委託料については理事会で検討されます。
グループリーグの運営の仕方によって経費に差異が出る
ことが予想されますので「グループ実行委員会運営マ
ニュアル」にグループ負担の考え方についての具体的参
考例を示します。

運営 ・3種においてはEメールを活用してグループ内の日程
調整を行なっている。非常に有効であると思っているの
で、4種でもEメールを活用したほうが良いのではない
か。

グループリーグの当事者間による協議のうえ最良の方法
を採用しましょう。
有効な方法としてＥメールの活用も良いと思われます。
ただし、すべての方に連絡徹底ができることが重要なの
で、各グループ内において連絡方法の手段を確認し、周
知徹底して運営にあたるように取り組んでいくことが大
切です。

チーム チーム責任者（監督者）の役割は何か。 チーム責任者（監督者）とは、当該チームを当該試合日
に引率する責任者です。選手の体調、行動、並びにチー
ム関係者の行動等について管理、監督する人を必ず帯同
させてください。
試合への関わりは、「試合に際し、チームを総括し、試
合の運営に協力するとともに、グループリーグ実行委員
会の指示によるリーグ運営に協力する。」ものとされて
います。

15帯同す
る指導者、
チーム役員


