
報道機関 各位                記者発表資料

令和４年４月２５日（月）

問い合わせ先：スポーツ振興課

課長：石川

担当：細渕、黒川、嘉崎

電話：８２９―１０５８

内線：２２３３

中学生年代女子サッカー大会「ＳＡＩＴＡＭＡ ＧＩＲＬＳ ＭＡＴＣＨ ２０２２」

を開催します！

女子サッカーの普及拡大を推進していくために、中学生年代を対象とした女子サッ

カー大会「ＳＡＩＴＡＭＡ ＧＩＲＬＳ ＭＡＴＣＨ ２０２２」を下記のとおり開催し

ます。

また、女子プロサッカーリーグ「ＷＥリーグ」の三菱重工浦和レッズレディースと

大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳの選手が来場し、デモンストレーションを行うほか、

決勝戦を観戦し、表彰式のプレゼンターを務めます。

記

１ 目的

浦和駒場スタジアムを中心とした市内会場において、女子サッカーに取り組む中

学生年代を対象とした大会を開催することにより、さいたま市内外の女子サッカー

の技術向上及び普及拡大を図る。

２ 日時

 令和４年５月３日（火・祝）から５月５日（木・祝）まで

 ※ 時間等の詳細については「９ 組合せ、大会スケジュール（予定）」のとおり

３ 会場

 浦和駒場スタジアム（以下、駒場メイン。）、レッズハートフルフィールド駒場（以

下、ＲＨＦ。）（浦和区駒場２－１－１） 

 八王子スポーツ施設（以下、八王子。）（中央区八王子４－１） 

 堀崎公園グラウンド（以下、堀崎。）（見沼区堀崎町１２－１） 

報道解禁 令和４年５月５日（木・祝）大会終了後



４ 主催、共催

主催 さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会

共催 さいたま市

５ 主管

 さいたま市サッカー協会

６ 後援

 公益財団法人日本サッカー協会

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

公益財団法人埼玉県サッカー協会

公益財団法人さいたま市スポーツ協会

さいたま市教育委員会

一般社団法人さいたまスポーツコミッション

７ 協賛

株式会社システムニシツウ

アイル・コーポレーション株式会社

株式会社伊藤園

有限会社弘武堂スポーツ（フットボールパーク）

一般社団法人Ｊリーグの理念を実現する市民の会

浦和レッドダイヤモンズ株式会社

大宮アルディージャ

株式会社イシクラ

株式会社ジェイコム埼玉・東日本

埼玉縣信用金庫

Ｊｒユースサッカークラブ与野



８ 参加チーム（予定） 

９ 組合せ、大会スケジュール（予定）

【トップリーグ（予選）及びチャレンジリーグ 組合せ】
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トップリーグ（１５チーム） 

さいたま市内 大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳ Ｕ１５ 

（４チーム） 大宮ＦＣエンジェルス 

  クラブ与野レディース 

  三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース 

さいたま市外 ＦＣフェミニーノ川越 

（１１チーム） 小美玉フットボールアカデミー 

  河内ＳＣジュベニールＵ１５ 

  ジェフユナイテッド市原・千葉レディースＵ－１５

  ＳＨＩＢＵＹＡ ＡＲＴＩＳＴＡ ＦＣ 

  すみだ女子Ｕ－１５ 

  バニーズ群馬ＦＣホワイトスターユース 

  ＦＲＩＥＮＤＬＹレディース 

  府ロクレディース 

  ＰＯＲＴＡＬＡ 水戸 ＬＡＤＩＥＳ 

  横須賀シーガルズＪＯＨ 

チャレンジリーグ（４チーム） 

 クラブ与野レディース Ｂ 

  さいたま市スマイルプロジェクト選抜 

  さいたまシティサッカー夢プロジェクト選抜 

  ＰＯＲＴＡＬＡ 水戸 ＬＡＤＩＥＳ Ｂ 



 【トップリーグ（予選）及びチャレンジリーグ スケジュール（５月３日）】

堀崎・八王子

・ＲＨＦ 

開始時間 

（予定） 

対戦 

堀崎 八王子 ＲＨＦ 

第１試合  ９：３０ Ａ１－Ａ２ Ｂ１－Ｂ２ Ｃ１－Ｃ２ 

第２試合 １０：４０ Ａ３－Ａ４ Ｂ３－Ｂ４ Ｃ３－Ｃ４ 

第３試合 １１：５０ Ａ１－Ａ５ Ｂ１－Ｂ５ Ｃ１－Ｃ５ 

第４試合 １３：００ Ａ２－Ａ３ Ｂ２－Ｂ３ Ｃ２－Ｃ３ 

― １４：１０ ＷＥリーグ選手によるデモンストレーション※１

第５試合 １４：４０ Ａ４－Ａ５ Ｄ３－Ｄ４ Ｃ４－Ｃ５ 

第６試合 １５：３５ ― Ｄ１－Ｄ２ ― 

第７試合 １６：３０ ― Ｂ４－Ｂ５ ― 

第８試合 １７：４０ ― Ｄ１－Ｄ３ ― 

第９試合 １８：３５ ― Ｄ２－Ｄ４ ― 

【トップリーグ（予選）及びチャレンジリーグ スケジュール（５月４日）】

堀崎 
開始時間 

（予定） 
対戦

第１試合  ９：３０ Ａ１－Ａ３ 

第２試合 １０：４０ Ａ２－Ａ４ 

第３試合 １１：５０ Ａ３－Ａ５ 

第４試合 １３：００ Ａ１－Ａ４ 

― １４：１０ 
ＷＥリーグ選手によるデ

モンストレーション※１

第５試合 １４：４０ Ａ２－Ａ５ 

ＲＨＦ 
開始時間 

（予定） 
対戦 

第１試合  ９：３０ Ｃ１－Ｃ３ 

第２試合 １０：４０ Ｃ２－Ｃ４ 

第３試合 １１：５０ Ｃ３－Ｃ５ 

― １３：００ 
ＷＥリーグ選手によるデ

モンストレーション※１

第４試合 １３：３０ Ｃ１－Ｃ４ 

第５試合 １４：４０ Ｃ２－Ｃ５ 



八王子 
開始時間 

（予定） 
対戦 

第１試合  ９：３０ Ｂ１－Ｂ３ 

第２試合 １０：４０ Ｂ２－Ｂ４ 

第３試合 １１：５０ Ｂ３－Ｂ５ 

第４試合 １３：００ Ｂ１－Ｂ４ 

第５試合 １４：１０ Ｄ２－Ｄ３ 

― １５：１０ 
ＷＥリーグ選手によるデ

モンストレーション※１

第６試合 １５：４０ Ｄ１－Ｄ４ 

第７試合 １６：３５ Ｂ２－Ｂ５ 

第８試合 １７：４５ ＴＲＭ※２

第９試合 １８：４０ ＴＲＭ※２

※１ 詳細については「１０ ＷＥリーグ選手によるデモンストレーション及び表彰

式におけるプレゼンター」のとおり

※２ トレーニングマッチ（練習試合）

【トップリーグ（順位決定トーナメント） スケジュール（５月５日）】

１位、２位トーナメント



駒場メイン 

・ＲＨＦ 

開始時間 

（予定） 

対戦 

駒場メイン ＲＨＦ 

第１試合  ９：３０ ２位トーナメント① １位トーナメント① 

第２試合 １０：４０ ２位トーナメント② １位トーナメント② 

第３試合 １２：４５ １位トーナメント③ ２位トーナメント③ 

第４試合 １３：５５ １位トーナメント④ ２位トーナメント④ 

３位、４位トーナメント

堀崎・ 

八王子 
時間 

対戦 

八王子 堀崎 

第１試合  ９：３０ ３位トーナメント① ４位トーナメント① 

第２試合 １０：４０ ３位トーナメント② ４位トーナメント② 

第３試合 １２：４５ ３位トーナメント③ ４位トーナメント③ 

第４試合 １３：５５ ３位トーナメント④ ４位トーナメント④ 

※ 開会式は行いません。 

※ 気象状況等、当日の状況により時間等を変更する場合があります。 

※ チャレンジリーグ２～４位は５月５日の試合はありません。 



１０ ＷＥリーグ選手によるデモンストレーション及び表彰式におけるプレゼンター

 三菱重工浦和レッズレディース（以下、浦和Ｌ。）と大宮アルディージャＶＥＮＴＵ

Ｓ（以下、大宮Ｖ。）の選手が以下のとおり各会場に来場し、ロングキックやドリブル

などのデモンストレーションを行います。また、最終日には各会場での決勝戦を観戦

し、表彰式のプレゼンターを務めます。

堀崎 八王子 ＲＨＦ 駒場メイン

５月３日
（デモンスト

レーション）

浦和Ｌ ― ― ２名 ―

大宮Ｖ ２名 ２名 ― ―

５月４日
（デモンスト

レーション）

浦和Ｌ ― ２名 ２名 ―

大宮Ｖ ２名 ― ― ―

５月５日
（試合観戦・プ

レゼンター）

浦和Ｌ ― ２名 ― １名

大宮Ｖ ２名 ― ― １名

 ※ 来場する選手は未定です。

１１ 表彰式及び閉会式

 各会場での決勝戦終了後、以下のとおり表彰式及び閉会式（閉会式は１位、２位ト

ーナメントのみ実施）を実施します。

・１位、２位トーナメント

日時 ５月５日 １５時３０分から

場所 浦和駒場スタジアム

 ・３位トーナメント

  日時 ５月５日 決勝戦終了後

 場所 八王子スポーツ施設 

・４位トーナメント

 日時 ５月５日 決勝戦終了後

 場所 堀崎公園グラウンド

・チャレンジリーグ

 日時 ５月４日 第６試合終了後

 場所 八王子スポーツ施設

※時間はすべて予定です。

※気象状況等によりやむを得ず中止または一部省略する場合があります。



１２ 取材について

新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者等関係者を除く、一般の方の入場

を禁止しています。取材については、事前にお申し込みの上、当日、大会運営スタ

ッフにお声がけください（撮影中に着用していただくビブスをお渡しします。）。

 【取材申込方法】

  ４月２８日（木）までに、以下の連絡先に貴社名、来場する日及び会場、担当者

名をご連絡ください。

【連絡先】

さいたま市サッカーのまちづくり推進協議会事務局

（さいたま市スポーツ振興課内）

 電 話：０４８－８２９－１０５８

２０２１大会 集合写真


