
令和３年２月２８日  

名古屋サッカー協会３種委員会 

登録チーム責任者 各位 

名古屋サッカー協会３種委員会  

委員長   松 原  淳  

高円宮杯ＪＦＡＵ－１５サッカーリーグ２０２１名古屋 

実施要項 

１ 主 旨  多くの選手に数多くの試合経験ができる環境を提供することで、中学生のサッカー技術の向上と、

健全な心身の育成を図る。また指導者同志の交流を図り、指導技術や審判技術の向上に努める。 
２ 主  催    名古屋サッカー協会 

３ 主  管    名古屋サッカー協会３種委員会 

４ 後 援  名古屋市 

５ 協 力  株式会社 モルテン、株式会社 ミカサ 

６ 日 程    リーグ戦を４月１７日(土)～５月末日まで実施し、その後、上位チームによる順位決定戦を実施

する。 

７ 会 場  名古屋市内中学校グランド他 

８ 参加資格 及び 参加費  

(1) 2021年度（公財）日本サッカー協会第３種委員会に加盟登録するチームで、名古屋サッカー協会３種委員

会に加盟するチーム及び、チームに登録している2008年４月２日以降に生まれた選手であること。女子加

盟チーム所属の選手については、学校チームに限りその中学校に在籍している者が、移籍手続きを行うこ

となく参加することができる。４月に登録手続きを確実に行うこと。 

(2) (1)に該当し、中学生にふさわしい身なり、態度の選手であること。 

(3) 出場チーム数は、登録チームにつき２チーム（県リーグと合わせて２チーム）までとする。また、Ｂチ

ームについては、上位２チームに入っても県大会に出場する権利を与えない。 

(4) チーム構成は、監督１名・コーチ３名・審判員(主審、副審《選手可》)・チームに登録された選手（登録

人数25人）とする。 

◎ Ａ・Ｂ２チーム出場するチームは、同一選手を両方のチームに登録することはできない。また、県リ

ーグに登録した選手を登録することができない。 

◎ Ａ・Ｂ２チーム出場するチームは、同一人物を監督にすることはできない。コーチや審判員は同一人

物が兼ねられる。 

◎ リーグ戦中は、登録選手や背番号の変更を認めない。 

◎ 決勝トーナメントに進出するチームは、決勝トーナメントの前に登録選手の変更を認める。ただし、Ａ・

Ｂ２チーム出場したチームは、他チームに登録した選手を追加登録することはできない。 

◎ 出場各チームで相互に審判を割り振るため、審判員（有資格者）が出せないチームは大会参加を認めな

い。 

(5) 大会参加費5,000円を４月１０日(土)に行われる総会（吹上ホール）に持参してください。 

ただし、決勝トーナメント進出チームは、別途２０００円が必要となります。トーナメント進出が確定した

チームは５月３１日（月）までに下記口座に振り込んでいただくか、監督会議に持参してください。 

 

 

 

 

 

 

 

(6) リーグ戦期間中は、リーグ戦の参加を最優先すること。（当日の学校行事を除く。ただし、決勝トーナメ

ントに関しては、学校行事であっても日程を変更することができません） 

《振込先》三菱ＵＦＪ銀行 新瑞橋支店 普通預金 

「公益財団法人 愛知県サッカー協会」 

店番 ４１７ 口座番号 ０１６８０４２ 

※ 振り込み名は、チーム名で振り込んでください。 



 

９ 競技方法  

(1) 前年度に行われた、名古屋市ユース（Ｕ－１４）サッカー選手権大会２０２０でベスト４に入ったチーム

をＡ～Ｄブロックにします。それ以外の出場チームを過去の実績･地域･会場等を考慮し、16ブロック（チー

ム数により増減有り）に分け、総当りのリーグ戦を行う。（各ブロック５～６チーム予定） 

各ブロックリーグ上位２位までのチームが順位決定トーナメントに進出する。（詳細は決勝トーナメント

の監督会議 ５月３１日（月）１８：３０～山田中学校 にて説明します）各ブロック３位以下のチームにつ

いては後期リーグやトーナメントを行わない。 

(2) 試合時間はすべての試合で６０分（３０分－１０分休－３０分）とする。リーグ戦は延長戦・ＰＫ方式を

行わない。 

(3) 勝ち点は、勝ちチーム３点、引き分け１点、負け０点とする。 

(4) 各ブロックの順位は、①勝ち点、②得失点差、③総得点、④当該チームの対戦成績（勝敗）、⑤抽選（当

該チームの立ち会いによる）の順にて決定する。 

(5) 決勝トーナメントからは、同点の場合、ＰＫ方式（５名）により次回戦進出チームを決定する。 

(6) 決勝トーナメント上位４チーム（優勝・準優勝・３位２チーム）に表彰状と記念品を授与する。 

(7) 優勝・準優勝チームには８月末に開催予定の県大会への出場権が与えられる。 

(8) 試合中に雷が発生するなど、荒天により試合が続行不可能になった場合は、続行不可能になった時点での

得点・残り時間で再び試合を行う。この際、審判団については、変更の可能性がある。 

 

10 競技規定 

(1) (公財)日本サッカー協会「サッカー競技規則2020/2021」に準ずる。 

(2) ボールは１球ずつ当該チームで持ち寄る。空気圧を850g/cm2（0.85気圧）に調整して試合前に本部に提出

すること。 

(3) 期日までに本委員会へ提出した登録用紙に試合当日先発メンバー１１人の先発の欄に○を、交代メンバー 

７人の交代の欄に△を、当日登録外のメンバーに取り消し線を、当日ベンチ入りスタッフ及び使用ユニフォ 

ームの色に〇を付け、試合開始３０分前までに、本部と相手チームに１部ずつ提出する。監督は、選手登録 

用紙兼選手・スタッフ健康チェック表のコピーを保存し、試合当日２部持参する。 

(4) 試合成立の最低人数条件は７名とするが、試合中退場者が出て７名未満になった場合は、試合不成立とし 

て中断し、不戦敗とする。 

(5) 試合開始５分前に先発メンバーは、2021年度新規選手登録用紙（JFA web登録用紙）をプリントアウト 

したものを持って集合し、メンバーチェックを受ける。 

※ 登録用紙に載っていない選手や不備（写真が貼ってないなど）がある選手の出場は認めない。 

(6) 各試合のベンチ入りは監督１名・コーチ３名・選手１８名以内とする。試合開始前のピッチ内ウォーミン 

グアップは当日登録されたチーム役員・選手のみとする。交代は最大７回７名まで認める。なお、再交代も 

可能とする。交代する時は本部に申し出る。 

(7) ユニフォームは、シャツに背番号・胸番号を入れ、ショーツ、ソックスともＦＰ・ＧＫそれぞれ２色、必 

ず異なる色のものを用意する。※ユニフォーム規程参照 

(8) ゴールキーパーは、他の選手や審判員と明確に識別できる別色のユニフォームを着用する。 

(9) 本大会中に、退場を命ぜられた選手は、次の１試合に出場できず、以後の処置については本大会の規律フ 

ェアプレー委員会で決定する。試合以外でも、選手間や会場等でトラブルとなる行為があった場合は、同様 

に対処する。 

(10) 本大会中に、通算で２回の警告を受けた選手は、次の１試合に出場できない。ただし、リーグ戦での累積

警告は、決勝トーナメントに持ち越さない。 

(11) 試合中に雷が発生し、試合が続行不可能になった場合は、続行不可能になった時点での得点・残り時間で 

再び試合を行う。この際、審判団については、変更の可能性がある。 

 

 

 

 



11 その他 

(1) 選手の負傷については、本部で応急処置程度の対応はするが、それ以後の責任は各チームでもつ。スポー

ツ安全保険等に加入しておく。 

(2) 各ブロックのリーグ戦において、天候などの影響で大会運営が困難な場合は、各ブロックの代表と会場校

で相談し、決定事項を該当チームに連絡する。決勝トーナメントでは、大会本部が中止等の決定を行う。大

会本部から監督へ連絡する。監督は選手へ連絡すること。試合当日、緊急時に連絡が取れる電話番号を登録

用紙に記入すること。 

(3) 会場での更衣場所・トイレ・練習場所については、会場責任者の指示に従う。 

(4) 監督は選手の到着時間までに会場へ到着し、本部で会場使用の注意点等を確認すること。 

(5) 各チームで出たゴミは監督が責任をもって処理し、会場に迷惑がかからないようにする。（ゴミを持ち帰

る指導を徹底してください） 

(6) 会場への往復の交通マナー・ルールについて指導を徹底してください。 

(7) 名古屋市内の学校や学校体育センターは、敷地内禁煙です。チーム関係者・保護者とも敷地内での喫煙は

できません。 

(8) 市内中学校会場の自家用車の乗り入れは、各チームの監督、コーチ、審判員のみとし、駐車券の提示が必

要となります。保護者の車の乗り入れは禁止です。各会場とも駐車マナーの問題に苦慮していますので、ご

協力下さい。会場によっては駐車できない場合もあります。 

(9) ガラス、電灯、スピーカー等破損させるおそれのあるものが近くにある場所でのボールを使用したウォー

ミングアップは禁止です。また、ネットが破れていてボールがネットを抜けて、外の車にボールをぶつけて

しまう等も考えられますので、ボールを使用する際はチーム関係者で練習場所の安全を確認するようにして

ください。また、会場や会場周辺の施設等（ガラスや車）を破損させた場合は、当該チーム又は、選手が責

任をもって修復（弁償）することとします。 

※ 中学校チームで、「来年度顧問が学校を変わる予定になっている」「来年度の顧
問が決まらない」「部員が１年生を入れないと出場できない」など、出場できるか
不明・不安なチームがありましたら、メールの備考欄に記入するとともに、３種委
員長 松原 淳【携帯090-3933-3602】まで連絡してください。 

 

12 新型コロナウイルス感染症対策について 

(1) 本大会の感染対策責任者を【３種委員長 松原 淳】とする。 

(2) チームは必ず感染対策責任者を設置する。チーム感染対策責任者はチームの感染対策をしっかり行うこと。 

(3) メンバー表に感染対策責任者を決めて必ず明記すること。（スタッフ氏名を○で囲む） 

(4) チーム感染対策責任者は、試合当日の「参加チーム用新型コロナウイルス対策チェックリスト」を作成し、 

保管しておく。また、「健康チェックシート」（２週間以上前から記録が必要）を選手に記録・提出させ、 

上記「チェックリスト」とともに、少なくとも１ヶ月間保管しておく。 

(5) チーム感染対策責任者は試合当日「選手登録用紙兼選手・スタッフ健康チェック表」を試合会場の責任者 

に提出する。（提出がない場合、記載に不備がある場合は、試合への参加を認めない） 

(6) その他対策については、「公式戦における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対策（参加チーム向 

け）について」や「選手及びチーム関係者等の新型コロナウイルス感染またはその疑いへの対応について」 

を参照すること。 

(7) 試合会場での他チームとの接触を避けるために、試合開始時間の４５分前まで会場に来ないようにするこ 

と。また、試合終了後、３０分以内に会場を出るようにすること。 

(8) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市内中学校会場での保護者の試合観戦を禁止する。 

(9) 新型コロナウイルス感染状況によっては、大会を延期または中止する場合があります。 

 

13 監督会議について 

監督会議を、３月２２日(月)山田中学校にて１８時３０分から行います。 

ブロック分けについては、３月中に名古屋サッカー協会のホームページに掲載します。試合日程については、

４月第２週までに、ブロック代表者よりチーム代表者に連絡します。（４月１日に出場チームが確定するため）

欠席のチームは欠席連絡の必要はありません。 

 



14 大会申し込みについて 

(1) 電子メールによる大会申し込みを行います。 

① 参加・不参加の意志を３月１２日(金)必着にて申し込んでください。 

② メールを送る際にメールの送信に自信のない人は申し込みの確認の電話をしてください。開封確認メッセ

ージの要求はできません。 

（ホームページ担当:平井(大森中) 090-8472-2514  ※ PM5:00以降にお願いします） 

③ 参加しない中学校チームも必ずメールを送ってください。 

④ ２チーム出場するチームは、チーム名の後にＡ・Ｂを明記し、それぞれのチームで申し込みください。

（２回申し込みをする） 

(2) 大会参加通知書・選手登録用紙をＨＰよりダウンロードし、大会参加通知書と選手登録用紙を記入・捺印

してください。 

(3) 大会参加通知書・選手登録用紙の原本は、４月１０日(土)に行われる総会（吹上ホール）に持参していた

だくか、４月９日（金）までに楠中学校（安藤 康晃）まで送付してください。校長先生が代わる学校は４

月以降に提出してください。 

 

※ 締め切り日を過ぎて申込みを行ったチームは参加できません。 
 
 

メールでの参加・不参加の意志 ３月１２日（金）までにメールにて連絡 

【参加の場合】 予定表 
３月２２日（月）監督会議にて提出 

または、３月１９日（金）までに楠中学校 必着 

【参加の場合】 大会参加通知書（原本） 

【参加の場合】 選手登録用紙 

４月１０日（土）総会にて提出 

または、４月９日（金）までに楠中学校 必着 

 
【予定表・大会参加通知書・選手登録用紙 原本送付先】 

 
 

≪メールの送り方≫  

名古屋サッカー協会３種メールアドレス：nagoya_sansyu@yahoo.co.jp 
《件名》 『○○中 U-15 参加』または、『○○中 U-15 不参加』と記入。 

《本文》 『①チーム名  ②監督名  ③引率者名  ④連絡先(携帯番号) ⑤備考（必要なら）』と

記入。 

 

15 問い合わせ先 

名古屋サッカー協会３種委員会 競技委員長  安藤 康晃 （楠中） 090-8540-7588 

名古屋サッカー協会３種委員会 総務委員長  平井 良太（大森中）090-8472-2514 

〒４６２－００１２ 名古屋市北区楠二丁目９５７   楠中学校  安藤 康晃  


