
名古屋地区 4種登録チーム各位 

令和 5年３月吉日 

名古屋 4種委員長 原田直季 

 

ＡＩＦＡ 第２回 津留建設リーグ ２０２３ 

名古屋地区Ｕ－９サッカーリーグ 

① 主旨  4種年代の多くのプレーヤーが、年間を通じてこの年代に適したプレー機会が提供され 

る様、「players first」を念頭に置き日常のゲーム整備に努める。 

② 主催  名古屋サッカー協会 4種委員会 

③ 期日  前期リーグ  4月～9月 24日（日）まで 

後期リーグ 10月～2月 18日（日）まで 

④ 参加資格 愛知県サッカー協会登録チーム及び個人登録した小学３年生以下の選手で構成された 

チーム。 

※人数不足の場合は下の学年も参加可能とする。ただし、複数チームの場合 3年生半分 

以上いること。 

複数チームのチーム数は制限なしとする。 

名古屋サッカー協会 4種委員会主導の下、大会運営に協力できるチーム。 

会場提供もしくは会場運営に対し積極的に協力できるチーム。 

このリーグ戦を優先し、かつ期限内に消化できるチーム。 

⑤ 開催方法 前期、後期の 2期リーグで行う。 

前期終了時の結果にて、上位ブロックと下位ブロックに分けて後期を行うものとする。 

前期については、エントリーしたチームについて抽選でブロック分けを行う。 

前期リーグの順位でナカジツ杯〔トーナメント制〕のシードは設けない。 

後期リーグ最終順位は、次年度 U-10 リーグブロック分けには反映しない。 

後期リーグの結果上位 8チームが、2024年度 OKAYAカップのシードチームとする。 

試合人数は 8人制にて行う。 

勝ち 3ポイント、引き分け 1ポイント、負け０ポイント 

勝ち点、得失点、得点数、失点数、勝ち分け負け数すべての同数の際、抽選にて順位を

決定する。 

試合時間は 15分―5分―15分とする。（7月～9月はハーフタイムを 10分とする） 

審判 1人審判制（第 3チーム）審判服、ワッペン着用とし、18歳以上の有資格者が行う。 

交代は自由交代制とする。（レフリーへの申告なし） 

ユニフォームは名古屋サッカー協会の規定に準ずる。 

◇Ｕ－9リーグ前期、または後期から参加したチームに限りユニフォームが揃わない場合、

揃うまでの間はビブスでの参加も認める。また、ユニフオームが 1色しか揃わない場合

に相手チームと同色の場合、ビブスでの参加を認める。 

但し、背番号が重複しない様に当日メンバー表に記入した番号を着用すること。 

ビブスの下に着用するシャツ及びパンツ・ソックスは全員同色であることが望ましい。 

ピッチサイズは協会推進サイズ 60ｍ×40ｍが望ましいが環境に準じて行う。ゴールにつ

 



いては少年用ゴールを使用すること。 

1チームにつき 1日 2試合までの試合数とする。 

同じ週の土日で行う場合は、基本的に 1チームにつき 2日で 2試合までの試合数とする。 

その他,２０２２/２０２３日本サッカー協会競技規則に基づく。 

第 1試合の選手証チェック、審判証チェックは試合開始の 10分前までに本部で行う。 

それ以降の試合の選手証チェック等は試合開始 30分前に行う。 

 

⑥ 確認事項 自主運営を基本とする。（日程・会場等）ブロック幹事を中心に運営をする。 

会場担当は選手証にて選手チェックを必ず行う。 

メンバー表は 1日 1回会場担当に提出する。 

1 チームの登録人数は単独チーム無制限、複数チーム 18 名までとする。但し複数チーム

の場合、その選手が３年生の選手であれば 18名を超えても可とする。 

メンバーの追加登録（名古屋地区外からの移籍）は随時登録可能とする。その際は服部

とブロック幹事に追加選手を記入したメンバー表をメールにて送付する。 

名古屋地区内移籍やチーム内ＡＢ間の入れ替えは９月２５日（月）から後期リーグ会議前

日まで、追加（変更）登録可能とする。追加選手を記入したメンバー表を服部と幹事にメー

ルにて送付すること。 

後期リーグから参加の場合、D ブロックへの参加とする。後期リーグより参加するチーム

は後期リーグ会議前日までにメンバー表を添付し申込をする。 

 

⑦ 注意事項   前期８月２９日（月）時点で、３分の２以上試合が消化できていない場合、後期リーグへの 

参加資格をリーグ運営委員会にて検討する。同様に後期１月２９日（月）時点で、３分の２

以上試合が消化できていない場合、次年度 U-10 リーグ戦への参加をリーグ運営委員会

にて検討する。その際、リーグ運営委員会にてヒアリング調査、協議した結果にて判断す

る。 

期限までに３分の２以上消化しているが、終了時点で未消化の試合ある場合も、リーグ運

営委員会にてヒアリング調査、協議した結果、該当する両チームのポイントを０とする。 

リーグ途中で棄権した場合も、該当チームとの対戦は全てポイントを 0 とする。 

 

⑧ 追加事項   愛知県４種委員会からの通達により、７月１８日～８月１８日まで協会主催の公式試合は 

１７時以降しか行わないこととする。 

但し、１７時以降でもＷＢＧＴ値を参考にする。 

ＷＢＧＴによる「クーリングブレイク」又は「飲水タイム」の判断は、会場責任者を中心に参

加チームにて検討してください。尚、「クーリングブレイク」、「飲水タイム」はアディショナル

タイムとする。  

試合開始時点で一方のチームが６名に満たない場合、及び当日不参加等の棄権試合は、

不戦勝とする。（スコアはそのブロックでの最大得点とする）  

但し、棄権試合のないように参加チームは最大限の努力を払うこと。  

試合消化に関して、期日厳守とする。如何なる理由であっても期日の延長は認めません



ので、余裕を持って試合を行うこと。  

幹事チームは、ブロックごとの参加調査票集計結果を参加チームへ開示して下さい。期

日間際で都合の合わないチームは、それを基に該当チーム同士で連絡を取り合う等、積

極的に取り組んで下さい。  

リーグにおける予定総試合数の 75％以上が開催された場合、リーグ成立するものとする。 

※幹事チームの協力によりリーグが成り立っています。幹事チームへの連絡、報告、相談等を怠ら

ず、積極的にご協力下さい。 

※審判証忘れ、選手証忘れがあった場合、当日中に取りに行き、会場責任者へ提出し確認をする。  

※問題があった場合、会場責任者⇒幹事チーム⇒U-９服部⇒委員長の順に必ず報告する。  

※その他、規則等はリーグ規則に基づき行う。記載事項以外の規則違反や問題等があった場合、

規律委員会（名古屋市サッカー協会役員会）にて協議し処分を決定します。 

 

⑨ 参加費用   年間１２，０００円／１チーム ※監督者会議の際に徴収いたします。 

 

⑩ 申込方法   別紙申込用紙に必要事項を記入しメールにて申込下さい。  

※メンバー表は会議前日までに服部までメールしてください。 

※各ブロック幹事へのメンバー表提出は、抽選後一週間以内にメールを送信してください。 

※締め切り３／２６（日）迄 ＦＡＸ不可  

※申込用紙の字体や書式等は変更せずに記入して下さい。  

※申込メールを開封の際、必ず返信致します。２～３日しても返信のない場合は、お手数ですが 

お問い合わせ下さい。  

※締め切り以降の受付は一切致しません。 

  

メンバー表は抽選会後、一週間以内に服部と各ブロック幹事へメールにて送付して下さい。 

 

⑪ 監督会議    ４月 １０ 日（月） １９：００～ 名古屋市公会堂 第７集会室 

  

⑫ 申込先      kazu53895389@gmail.com 名古屋サッカー協会４種 服部 和俊 

連絡先：０８０－３０７８－８３８７（服部） 

 

※２０２３年度も状況により、開催方法や決定方法等に変更が生じる場合があります。その際

は何卒事情をご賢察の上、ご承諾いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 



★２０２３年度 名古屋地区Ｕ－９リーグ 

前期ブロック 

Ａ～Ⅾ各ブロック内で総当たり 1回戦 

A            

B            

C            

 

※ブロック幹事は立候補、いない場合は抽選にて決定する。 

※2022年度前期は 31チーム参加でしたので 3ブロックを想定。 

 

後期ブロック 

ブロック内で総当たり１回戦    

Ａ 

ブロック 

Ａ-１

位 
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ブロック 
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位 

Ｂ-８
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Ｂ-９
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Ｃ-７
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Ⅾ 

ブロック 

Ａ-10

位 

Ｂ-10

位 

Ｃ-10

位 

Ｃ-11

位 
新規 新規 新規 新規 新規 

※後期からの参加チームがある場合はⅮブロックへの参加とする。 

※後期より参加チームが多数ある場合は、１ブロック 10チームを検討する。 

 

★ブロック幹事は、フォーマット（後日送付）に記入して服部まで 1 か月毎メールにて結果報告をし

て下さい。 

記入例 

○ブロック  

 

試合日時 試合会場 試合開始

時間 

対戦カード 結果 会場担当者 

4月 10日

（日） 

・・・ｸﾞﾗｳﾝ

ﾄﾞ 

00：00 ○○ vs ×× 3 – 1 
チーム名 

氏名 
00：00 ×× vs △△ 2 – 2 

00：00 △△ vs ○○ 1 – 2 


