
競技会規則 新旧対照表（案） 

現 行 改 定（案） 備考 

（15）国民体育大会（サッカー競技）成年男子

（16） 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ （15） 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ

（17） 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナ

ル

（16） 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナ

ル

（18） 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオ

フ

（17） 高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ プレーオ

フ

（19） 全国高等学校サッカー選手権大会 （18） 全国高等学校サッカー選手権大会

（20） 全国高等学校総合体育大会サッカー競技 （19） 全国高等学校総合体育大会サッカー競技

（21） 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会 （20） 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会

（22） Jリーグユース選手権大会 （21） Jリーグユース選手権大会

（23） 国民体育大会（サッカー競技）少年男子

（24） 高円宮杯 JFA 全日本 U-15 サッカー選手権大会 （22） 高円宮杯 JFA 全日本 U-15 サッカー選手権大会

（25） 全国中学校体育大会／全国中学校サッカー大会 （23） 全国中学校体育大会／全国中学校サッカー大会

（26） 日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会 （24） 日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会

（27） 日本クラブユース東西対抗戦(U-15) （25） 日本クラブユース東西対抗戦(U-15)

（28） JFA 全日本 U-12 サッカー選手権大会 （26） JFA 全日本 U-12 サッカー選手権大会

（29） JFA 地域ガールズ・エイト（U-12）サッカー大会

（30） 全国少年少女草サッカー大会 （27） 全国少年少女草サッカー大会

（28） 日本女子プロサッカーリーグ

（31） 日本女子サッカーリーグ1部 （29） 日本女子サッカーリーグ1部

（32） 日本女子サッカーリーグ2部 （30） 日本女子サッカーリーグ2部

（33） 日本女子サッカーリーグカップ （31） 日本女子サッカーリーグカップ

（34） 日本女子サッカーチャレンジリーグEAST・WEST
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 （35） 皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会  （32） 皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会  

 （36） JFA 全日本 O-30 女子サッカー大会  （33） JFA 全日本 O-30 女子サッカー大会  

 （37） JFA O-40 女子サッカーオープン大会  （34） JFA O-40 女子サッカーオープン大会  

 （38） 全日本大学女子サッカー選手権大会  （35） 全日本大学女子サッカー選手権大会  

 （39） JFA U-18女子サッカーファイナルズ  （36） JFA U-18女子サッカーファイナルズ  

 （40） JFA 全日本 U-18 女子サッカー選手権大会  （37） JFA 全日本 U-18 女子サッカー選手権大会  

 （41） JFA 全日本 U-15 女子サッカー選手権大会  （38） 高円宮妃杯 JFA 全日本 U-15 女子サッカー選手権大会  

 （42） 全日本高等学校女子サッカー選手権大会  （39） 全日本高等学校女子サッカー選手権大会  

 （43） 全国高等学校総合体育大会サッカー競技（女子）  （40） 全国高等学校総合体育大会サッカー競技（女子）  

 （44） 国民体育大会（サッカー競技）女子   

 （45） JFA 全日本 O-40 サッカー大会  （41） JFA 全日本 O-40 サッカー大会  

 （46） JFA 全日本 O-50 サッカー大会  （42） JFA 全日本 O-50 サッカー大会  

 （47） JFA 全日本 O-60 サッカー大会  （43） JFA 全日本 O-60 サッカー大会  

 （48） JFA 全日本 O-70 サッカー大会  （44） JFA 全日本 O-70 サッカー大会  

 （49） 日本フットサルリーグディビジョン1  （45） 日本フットサルリーグディビジョン1  

 （50） 日本フットサルリーグディビジョン2  （46） 日本フットサルリーグディビジョン2  

 （51） 日本フットサルリーグプレーオフ  （47） 日本フットサルリーグプレーオフ  

 （52） 日本フットサルリーグオーシャンカップ  （48） 日本フットサルリーグオーシャンカップ  

 （53） 日本女子フットサルリーグ  （49） 日本女子フットサルリーグ  

 （54） JFA 全日本フットサル選手権大会  （50） JFA 全日本フットサル選手権大会  

 （55） 全日本大学フットサル大会  （51） 全日本大学フットサル大会  

 （56） JFA 全日本 U-18 フットサル選手権大会  （52） JFA 全日本 U-18 フットサル選手権大会  

 （57） JFA 全日本 U-15 フットサル選手権大会  （53） JFA 全日本 U-15 フットサル選手権大会  

 （58） JFA 全日本 U-12 フットサル選手権大会  （54） JFA 全日本 U-12 フットサル選手権大会  

 （59） JFA 全日本女子フットサル選手権大会  （55） JFA 全日本女子フットサル選手権大会  



 （60） JFA 全日本 U-15 女子フットサル選手権大会  （56） JFA 全日本 U-15 女子フットサル選手権大会  

 （61） JFA 全日本ビーチサッカー大会  （57） JFA 全日本ビーチサッカー大会  

 国内競技会（その他）   

  （58）国民体育大会サッカー競技  

（１）高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ （１）高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ1部・2部  

第10条 本協会以外の団体が開催する競技会において、本協会を

名目上の主催者又共同主催者とすること（以下、「名義主催」

という。）につき許可を与えることができる。本協会に対し名

義主催を依頼する場合は、原則として競技会開催日の属する月

の前々月の末日までに、第５節に定める事項を記載した書類を

添付して本協会に申請し、本協会の承認を得なければならない。 

第10条 本協会以外の団体が開催する競技会において、本協会を

名目上の主催者又共同主催者とすること（以下、「名義主催」

という。）につき許可を与えることができる。本協会に対し名

義主催を依頼する場合は、原則として競技会開催日の属する月

の前々月の20日までに、第５節に定める事項を記載した書類を

添付して本協会に申請し、本協会の承認を得なければならない。 

 

第20条 都道府県サッカー協会又は地域サッカー協会が、日本国

内において、入場料を徴収する競技会（以下、「有料競技会」

という。）を主催又は後援する場合、若しくは第三者の特別協

賛又は協賛を受ける競技会を主催する場合は、本協会に対し、

原則として開催日の属する月の前々月の末日までに、次の事項

を記載した書類を添付した開催申請書を提出し、本協会の承認

を受けなければならない。 

第20条 都道府県サッカー協会又は地域サッカー協会が、日本国

内において、入場料を徴収する競技会（以下、「有料競技会」

という。）を主催又は後援する場合、若しくは第三者の特別協

賛又は協賛を受ける競技会を主催する場合は、本協会に対し、

原則として開催日の属する月の前々月の20日までに、次の事項

を記載した書類を添付した開催申請書を提出し、本協会の承認

を受けなければならない。 

 

 ２０２２年１１月１０日   

 




