
１．主　　旨　　奈良県内の小学生年代のサッカーの底辺の拡大を図るとともに、友情を深め

技術向上を図る。

２．主　　催　　（公財）日本サッカー協会

（一社）奈良県サッカー協会

３．主　　管　（一社）奈良県サッカー協会　第４種委員会

４．大会期間　　　４月～１０月　　

　前期：前年度アスカカップ・日刊カップの成績により、ポイント付与しリーグ編成を事前決定

　後期：後期組合せは前期の結果により決定

U-12予定日

　１部リーグ（北部・南部）　･･･　前期（2022年4/30～6/18）　後期（2022年8/27～10/2）

　２部リーグ（北部・南部）　･･･　前期（2022年4/30～6/18）　後期（2022年8/27～10/2）

　３部リーグ（北部・南部）　･･･　前期（2022年4/30～6/18）　後期（2022年8/27～10/2）

 （上記の内４日又は３日間とし、各ブロックの日程会場は別に明記）

５．会　　場 １部２部３部リーグ･･･奈良県フットボールセンター・県内グランド

６．リーグ編成２０２１年６月開催のアスカカップ８人制大会及び、２０２２年１月開催の日刊カップの

成績をポイント化し、県内を北部（奈良・生駒ブロック）・南部（北葛・東和・南葛ブロ

ック）に分け、北部・南部それぞれを１部（１リーグ）２部（２リーグ）３部（２リーグ

）の５リーグを編成。

各リーグの編成は９チームを基本とし、参加チーム数が北部・南部それぞれ４５チームに

満たない又は、超える場合は、３部リーグで調整する。

前期のリーグ分けにおいて、ポイントが同数の場合は抽選とする。（代理抽選可）

７．大会形式 各ブロックで１回戦総当りのリーグ戦を前期・後期の２期行う。

ブロックにおいてチーム数が少ない場合は２回戦行う。

前期リーグ戦（各１or２回戦）終了後、１部２部間・２部３部間で上位チーム・下位チー

ームを入替えて後期リーグ戦を行う。

１部リーグ後期は前期の成績により、北部・南部の上位４チームの８チーム、及び、５位

チームの内上位のチームを加えた９チームを上位リーグとし、５位チームの下位のチーム

及び北部・南部１部６位から７位までのチーム、２部からの昇格チームの９チームに編成

し、後期のリーグ戦を行う。

昇格又は降格の条件は、以下のとおりとする。

１部への昇格

　２部リーグ各ブロックの上位１チーム

２部への降格

　１部リーグの下位２チーム

２部への昇格

　３部リーグ各ブロックの上位１チーム

　尚、３部リーグが１ブロックの場合は、上位２チームとする。

３部への降格

　２部リーグ各ブロックの下位１チーム
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８．競技規定　　Ａ　（公財）日本サッカー協会競技規則（ＪＦＡ８人制サッカー規則）による。

Ｂ　プレーの時間は４０分（前・後半２０分、ハーフタイム５分）とする。

Ｃ　交代は８人までの自由な交代を適用する。

Ｄ　ベンチ入りの人数は１９名まで（選手１６名、指導者３名まで）とする。

Ｅ　審判は３人制とする。予備審判員は１名配置する。

　　３部リーグにおいては、主審１名及び予備審１名とする。

Ｆ　リーグ戦の順位は勝点（勝３、分１）、得失点差、多得点、対戦成績、抽選の順とする。

Ｇ　他は「（一社）奈良県サッカー協会第４種委員会内規」に準ずる。

Ｈ　リーグ戦で棄権をした場合のスコアは、０－５とする。

Ｉ　複数チーム参加チームは、前期・後期、期間内での選手の入れ替えを認めない。

Ｊ　当日、登録選手に不都合が生じ、出場できない正当な理由がある場合は、出場資格を

　　有する日本協会登録選手であれば、大会への出場を認める。

 　（但し、上記の理由による選手の入れ替えは最大で６名までとする。）

Ｋ　各試合の前の試合のハーフタイムまでに参加申込書兼メンバー表のコピーを大会本部

　　に２部提出する。

Ｌ　大会当日は、各チームの第１試合の前の試合のハーフタイム後に本部横で選手証・メ

　　ンバーのチェックを受ける。

Ｍ　大会当日に、学校行事等（13.その他 D）の理由以外による棄権をした場合は、当該

　　期の試合成績を全て０－５とし、以降の処置は第４種規律委員会の裁定とする。

Ｎ　前期終了時から後期参加申込みまでの期間を移籍可能期間とし、複数チーム参加チー

　　ム（Ａ⇔Ｂ）の選手の入れ替え、前期期間中の移籍選手の登録を認める。

Ｏ　リーグ戦を通じて警告を２度受けた選手は、次の１試合に出場できない。

Ｐ　リーグ戦を通じて退場を命ぜられた選手は、次の１試合に出場できない。

　　（但し、退場を命ぜられた場合の以降の処置は第４種規律委員会の裁定とする。）

Ｑ　累積警告による出場停止はリーグ戦にのみ適用し、他の大会には持ち越さない。

９．参加資格　　Ａ　（公財）日本サッカー協会に加盟登録されたチーム・選手であること。

Ｂ　保護者の承認した３年生～６年生の小学生で編成しているチーム。

Ｃ　スポーツ障害保険に加入しているチーム。

Ｄ　常時指導できる２０歳以上の監督・コーチが付き添ったチーム。

Ｅ　チーム編成は、８名～１６名でチーム編成する。（GKは1名以上必須とする。）

Ｆ　大会に派遣できる審判員が２名以上いること。但し、３部リーグは１名以上とする。

Ｇ　上記の条件を満たしていれば、複数チームの参加を認める。但し、３チーム以上参加

　　の場合は６年生のエントリーがＡ及びＣチーム以下６名以上必要。

Ｈ　Ｕ－１０のみの選手での参加は認めない。

10．参加費 20.000円　（後期のみ参加の場合は、10,000円）

11．表彰　　 前期後期各１部リーグ各上位３チームを表彰し、２・３部は上位各１チームを表彰する。

賞状を１部２部各リーグは上位３チームを、３部各リーグは上位２チームに授与する。

12．申込方法 Ａ　参加チームは、前期は4月10日(日)総会受付時に、後期は7月31日(日)までに第４種

　　委員に参加申込書（３部）を提出すること。また、事前申込みとして２月中にブ

　　ロック第４種委員に報告すること。

Ｂ　追加登録者で登録番号が未定の場合は、追加登録申請書及び登録料振込み受領書のコ

　　ピーを添付すること。

13．その他 Ａ　大会期間中におきた事故等は応急処置の他は責任をとらない。

Ｂ　準備担当者を１名派遣しなければならない。

Ｃ　参加チームの指導者は１名以上指導者講習会に参加しなければならない。

　　（リフレッシュポイントを付与）

Ｄ　大会日程の変更を申し出る場合の理由として認められるものは、学校行事・協会行事

　　とする。

Ｅ　前後期を通じて、当リーグ戦に出場したチームがＪＦＡ第46回全日本U-12サッカー選

　　手権大会兼第52回奈良県U-12サッカー選手権大会に出場できる。

  　出場登録選手は原則、後期リーグの登録選手とするが、複数チーム参加チームに限り、

    選手の入れ替えを認める。

Ｆ  後期最終成績により、奈良県U-12サッカー選手権大会のシードチームを決定する。

    （１部上位リーグの上位８チームはベスト３２へシード）



日程 日程

4月30日 4月30日

5月1日 5月1日

5月5日 5月5日

5月7日 5月7日

5月8日 5月8日

5月14日 5月14日

5月15日 5月15日

5月21日 5月21日

5月22日 5月22日

5月28日 5月28日

5月29日 5月29日

6月11日 6月11日

6月12日 6月12日

6月18日 6月18日

日程 Ａブロック会場 Ｂブロック会場 日程 Ａブロック会場 Ｂブロック会場

4月30日 高山スポーツセンター 4月30日

5月1日 高山スポーツセンター 5月1日

5月5日 5月5日

5月7日 フットボールセンターA 5月7日 平畑運動公園G

5月8日 高山スポーツセンター 5月8日 平畑運動公園G

5月14日 高山スポーツセンター 5月14日 テクノG 平畑運動公園G

5月15日 高山スポーツセンター 5月15日 テクノG 平畑運動公園G

5月21日 高山スポーツセンター 5月21日

5月22日 5月22日

5月28日 高山スポーツセンター 5月28日 五條上野G

5月29日 5月29日 御所市民運動公園G

6月11日 6月11日

6月12日 6月12日

6月18日 6月18日

日程 Ａブロック会場 Ｂブロック会場 日程 Ａブロック会場 Ｂブロック会場

4月30日 高山スポーツセンター 4月30日

5月1日 高山スポーツセンター 5月1日

5月5日 5月5日

5月7日 フットボールセンターA 5月7日

5月8日 高山スポーツセンター 5月8日

5月14日 高山スポーツセンター 5月14日 テクノG

5月15日 高山スポーツセンター 5月15日 テクノG

5月21日 高山スポーツセンター 5月21日

5月22日 5月22日

5月28日 高山スポーツセンター 5月28日 五條上野G

5月29日 5月29日 御所市民運動公園G

6月11日 6月11日

6月12日 6月12日

6月18日 6月18日

フットボールセンターＡ フットボールセンターＡ

フットボールセンターＡ

※予備　フットボールセンターA

フットボールセンターＡ

３部リーグ日程・会場

１部リーグ日程・会場

北部 南部

会場 会場

※予備　フットボールセンターA

※予備　フットボールセンターA

※予備　フットボールセンターA

フットボールセンターＡ フットボールセンターＡ

フットボールセンターＡ フットボールセンターＡ

※予備　高山スポーツセンター ※予備　高山スポーツセンター

※予備　高山スポーツセンター ※予備　高山スポーツセンター

※予備　高山スポーツセンター ※予備　高山スポーツセンター

北部 南部

※予備　フットボールセンターA ※予備　フットボールセンターA

２部リーグ日程・会場

北部 南部



複数チーム参加チームは、Ｂ・Ｃのみ表記しています。

ブロック チーム名

奈良 　ＹＦ奈良　テソロ

生駒 　桜ケ丘フットボールクラブ

生駒 　斑鳩フットボールクラブドリームチップス

生駒 　パルティーダ生駒フットボールクラブ

奈良 　奈良ＹＭＣＡサッカークラブ

生駒 ☆郡山フットボールクラブ

生駒 　斑鳩フットボールクラブドリームチップスB

生駒 　アスペガス生駒

生駒 　CA.VAMO大和郡山

ブロック チーム名 ブロック チーム名

奈良 ☆ＳＯＬＥＳＴＲＥＬＬＡ　ＮＡＲＡ２００２ 生駒 　平群ＦＣ

奈良 　朱雀サッカークラブ 奈良 　スクデット

奈良 　六条ＦＣ 奈良 　奈良伏見フットボールクラブ

生駒 　ＤＭＣ　ＪＯＹライース 生駒 　チャクラネスト奈良

奈良 　奈良ＹＭＣＡサッカークラブ Ｂ 奈良 　奈良セレソンJSC

生駒 　真弓少年フットボールクラブ 奈良 　奈良クラブ

奈良 　ＹＦ奈良　テソロB 奈良 　富雄ＦＣ

奈良 　グラミーゴ三笠フットボールクラブ　 生駒 ☆F.C.ユナイテッド奈良　

生駒 　パルティーダ生駒フットボールクラブB 奈良 　明治SC

ブロック チーム名 ブロック チーム名

奈良 ☆奈良FC.Jr. 生駒 ☆桜ケ丘フットボールクラブB

奈良 　奈良伏見フットボールクラブB 奈良 　富雄FC　B

奈良 　アルボーレ青山ＦＣ 生駒 　Ｆ.Ｃゴレイロ

生駒 　生駒ＦＣ 奈良 　あやめ池フットボールクラブ

生駒 　F.C.ユナイテッド奈良　B 奈良 　帯解ＦＣ

※☆印の付いているチームがリーグ長です

Ａブロック　5チーム Ｂブロック　５チーム

2022　ＮＦＡサッカーリーグ　Ｕ－１２　　北部リーグ編成

１部リーグ　９チーム

２部リーグ

Ａブロック　９チーム Ｂブロック　９チーム

３部リーグ



複数チーム参加チームは、Ｂ・Ｃのみ表記しています。

ブロック チーム名

南葛 　ディアブロッサ高田ＦＣ

南葛 　フルジェンテ桜井

北葛 　クレアールＦＣ

南葛 　ディアブロッサ高田ＦＣ　C

北葛 　葛城新庄スポーツ少年団サッカー部

南葛   スフォンダーレSS

東和 ☆リオグランデＦＣ  

東和 　吉野ＦＣ

南葛 　ディアブロッサ高田ＦＣ　B

ブロック チーム名 ブロック チーム名

南葛   FC.UNEBI 東和 ☆奈良東和フットボールクラブ

東和 　高市ＦＣ 南葛 　ポルベニル　カシハラ

東和 ☆ＲＩＫＫＥＮ　Ｆ．Ｃ． 北葛 　王寺ＳＣ

南葛 　御所ＦＣ 北葛 　FC.Pasion

北葛 　志都美・旭ヶ丘　 東和 　H.L.Pエスコリーニャ奈良サッカークラブ

北葛 　P.Eジュエルス　フットボールクラブ 南葛 　マスガＦＣ

北葛 　クレアールＦＣ　B 北葛 　香芝市下田スポーツ少年団サッカー部

南葛 　フルジェンテ桜井　B 南葛   FC.UNEBI　B

北葛 　河合ＦＣ 南葛 　香久山ビックメイツ

ブロック チーム名 ブロック チーム名

東和   TENRI CLUB

北葛 　香芝市真美ケ丘スポーツ少年団サッカー部

南葛 ☆五條フットボールクラブ

南葛 　安倍ＦＣ

北葛 　葛城當麻Ｆ．Ｃ

北葛 　ＦＣＡセンチュリー

南葛   八木フットボールクラブ

※☆印の付いているチームがリーグ長です

Ａブロック　５チーム Ｂブロック　５チーム

2022　ＮＦＡサッカーリーグ　Ｕ－１２　　南部リーグ編成

１部リーグ　９チーム

２部リーグ

Ａブロック　９チーム Ｂブロック　９チーム

３部リーグ


