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1. 目 的 

 日本サッカーの次代を担う中学生年代（U－15）の技術の向上と、年代別カテゴリーに分ける事

により、力の拮抗した試合の充実と個々のレベルUPを目的とする。 

2. 名 称： 栃木ユースサッカー(U-1５) 

3. 主 催： (公社)栃木県サッカー協会 

4. 主 管： (公社)栃木県サッカー協会第３種委員会 

5. 運 営： (公社)栃木県サッカー協会クラブユース連盟 

6. 会 場：県内各地 

7. 参加資格 

7-1. (公財) 日本サッカー協会第3種に登録したチームと個人登録した選手。 

7-2. 1998年4月2日以降の出生者を対象とする(新中学3年生以下)。 

7-3. ２重登録者、２重活動は認めない。 

7-4. クラブ申請をした中より、第4種年代の選手の出場も可。 

(下記エントリー条件を参照) 

7-5. 大会に関する連絡等はメールにて行うので、それに対応可能である事。 

7-6．大会を通じて参加することが可能なこと。 

    （やむを得ない場合は、辞退可能） 

7-7．新規チームは2部Bより参加。 

7-8．複数チーム参加可。（2部Bより参加） 

7-9 1部リーグ1位には、高円宮杯関東大会・関東2部リーグ参入戦の出場権を 

与える。 

  1部リーグ2位･3位には、高円宮杯栃木県予選のシード権を与える。 

8. 参加費 

8-1. 参加費は１チーム¥10000 とする。 

8-2. 大会にエントリーするチームは2012年12月25日（火）までに 

  参加費の振込みを完了しておかなければならない。 

8-3. 参加費の振込先： 

  足利銀行 一条支店 普通 3552508 

  口座名義 （公社）栃木県サッカー協会一般  

（振込手数料等は、各チームで負担してください。） 

 

9. 申し込み(大会エントリー) 

9-1. 2012年12月14日(金)までに必要事項を記入の上、メールにて連絡し大会 

 エントリーを行う。 

メールアドレス：clubyouth_tochigi@me.com 

 

件名：『2013年栃木ユースサッカーU-15エントリー』 

下記項目を本文へご記入下さい。 

チーム名： 

代表者氏名： 

連絡者氏名： 

住所： 
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連絡先電話番号： 

連絡先携帯電話番号： 

E-mail アドレス（携帯不可）： 

9-2. 大会にエントリーするチームは後日開かれるリーグ運営会議への出席を義務付ける。       

(会場・日時：メールにて連絡) 

9-3．第４種年代の選手の登録は５名迄とし、同時出場は２名以内とする。 

 外国籍選手の登録は５名迄とし、同時出場は３名以内とする。 

9-3-1. 第４種年代の選手を出場させるチームは、その試合の時点でクラブ 

 申請の手続きが完了している事とする。 

9-4. 合同チームに関して 

9-4-1. 選手数が不足している同種別の複数チームによる「合同チーム」の   

 大会参加については、次の条件を満たしており、３種リーグ委員長の承認 

 を得た場合においてのみ認める事とする。 

9-4-1-1. 合同するチームは3チームまでとする。 

9-4-1-2. 合同するチーム及び選手は「7.参加資格」を満たしている事。 

9-4-1-3. 極端な勝利至上主義を目的とする合同チームではない事。 

9-4-1-4. 大会参加申込の手続きは、それぞれのチームの代表者が 

協議の上、代表チームが行う。 

9-4-1-5. 合同チームとしての参加を3種リーグ委員長が別途了承する事。 

9-4-1-6. 合同チームの出場に関しての詳細は下記メールアドレ 

スに問い合わせ、詳細を確認する事。 

メールアドレス：clubyouth_tochigi@me.com 

9-5. 同一チームによる複数チームが同一リーグへ所属することはできない。 

 

10. 大会期間 

10-1．スケジュール：（15リーグ）2013年1月〜9月 

10-2．リーグ戦 終期日は2013年9月29日(日)までとする。 

10-3. 可能な限り年間予定で決められた日程で、試合を消化する事とするが、諸事情 

 により試合が出来ない場合は、事前に３種リーグ委員長へ連絡し、会場を確保して 

 補足する事。 

 

 

11. 競技方法 

11-1． 新の日本サッカー協会制定の｢サッカー競技規則｣による。更に本年度中ＦＩＦ  

 Ａの考え方に基づき JFA より出された「通達文」及び｢覚書｣・「規則の解釈や適用方法  

 の文章」も同じ効力を持つ。 

     11-2．試合時間は、1部・2部 A ８０分（４０－１０－４０） 

              2 部 B・3部 ６０分 (３０－１０－３０)とする。 

11-3．リーグ戦の順位決定は次の順にする。 

（１）勝点：勝３点・分け１点・負０点 

（２）得失点 

（３）総得点 
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（４）当該チームとの結果 

         （５）抽選 

11-4．前年の 3種リーグの結果に基づき 1部・2部 A･B・3部を編成する。 

11-5．警告 本大会期間中警告を２回受けた者は、次の１試合に出場出来ない。 

11-6．出場停止 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場出来ない。 

 違法行為の内容によっては、それ以降の処置を大会規律委員会（又は３種リーグ委員 

 会）で決定する。 

11-7．本大会は、2013 年 3 月 31 日までの試合は、2012 年 12 月までに登録、それ  

 以降は、2013 年 5 月 31 日までに登録された選手で構成された選手とする。 

 エントリーされた選手の中から、当日の登録選手（２５名）に通しの背番号を記入し、 

 先発メンバーに○印を付け、試合開始 30 分前に２部本部へ提出する。 

 選手交代は１４名以内の自由な交代とし、交代用紙を使用する。 

（交代用紙はチームで用意） 

 第４種年代の選手の登録は５名迄とし、同時出場は２名以内とする。 

 外国籍選手の登録は５名迄とし、同時出場は３名以内とする。 

 また、後期には新たに選手登録ができるものとする。 

11-8．試合開始３０分前に、マネージャーズミーティングを開催し、両チームのユニ 

 フォームを決定、大会要項・諸注意事項等の説明を行う。 

11-9．ユニフォーム（シャツ・パンツ・ストッキング）は正の他に、副として正と異 

 なる色のユニフォーム（シャツ・パンツ・ストッキング）を用意する。 

11-10．審判と同一、または類似のユニフォームのシャツを用いることは出来ない。 

 ゴールキーパーについても同様とする。 

11-11．ユニフォームのシャツの前面・背面に必ず番号をつける。大きさは前面が縦 

 １０㎝程度、背面が縦２５㎝程度、それぞれ横はそれに比例して適当な大きさで、 

 番号は見やすいものとする。 

 尚、背番号は選手固有の番号とする。又、パンツに腰番を付ける場合 

 は縦１０㎝程度のシャツ番号と同じ番号を付け、シャツ番号と異なる番号を付けて 

 はならない。 

11-12．大会試合球は、各チーム（１個）持ち寄ることとする。 

11-13．雷雨による中断後の試合再開は中断時間から残りの試合時間で再開とする。但 

 し中止の場合は日程を改めて再試合を行う。 

11-14．試合開始時刻に試合を開始できないチームは、その１試合に限り不戦敗とす 

 る。この場合は（０－５）の不戦敗とし、その後の大会参加、成績等の取り扱いに 

 ついては３種リーグ委員会にて決定する。 

11-15．不測の事由により試合開始時間到着することが、または参加が困難な場合は  

 ３種リーグ委員長に連絡を試合開始時間の 30分前迄にすることとする。連絡がな  

 い場合は前項を適用する。 

 

12. 試合結果報告 

12-1. 試合終了後、早急に報告。試合結果の連絡はメールのみとする。携帯メール可。 

12-2. 会場責任者報告書は必ずメールかFAX で報告する。(当日の19:00 までに) 

メールアドレス： clubyouth_tochigi@me.com 
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F A X 番 号：  

 

13. 会場責任者の役割 

13-1. 主審・副審が居ない場合の対応。 

13-2. 会場設営・ピッチライン・本部・チームベンチ・ゴール・コーナーフラッグ・ 

 副審フラッグ・エアーポンプの用意。 

13-3. 【試合記録報告書】の準備・記入・作成し、指定された方法で報告する。 

（時間厳守） 

13-4. 【メンバー表】と【選手証】または【Web 登録サイト「 新の選手登録・申 

 請状況」画面コピー】との照合を行う。(試合出場選手のWeb 登録の確認) 

13-5. メンバー表、審判証、選手交替時の選手証の確認 

13-6. 問題が発生した場合の報告義務 

13-6-1. 試合中であれば、主審へ的確に助言する。 

13-6-2. 試合後、主審が近くに居た場合は主審から、居ない場合は会場責任 

 者が、【重要事項報告書】に詳細を記入し報告する。 

13-7. 重要事項が発生した場合、【試合記録報告書】に詳細を記入し報告する。 

 

14. その他 

14-1. 負傷者については各チームにて対応する事とし、主催者及び主管者は一切の責 

 任を負わない。 

14-2. 大会参加チームは必ずスポーツ傷害保険に加入している事。 

14-3. チームベンチにはメンバー表に記入された指導者・登録選手のみとし、保護者 

 等のベンチ入りは一切認めない。 

14-4. チーム事情で大会に支障(当日棄権など)が生じた場合は、3種リーグ規律委員会 

 にて後の処理を決定する。 

14-5. やむを得ず棄権するチームは速やかに担当者・３種リーグ委員長まで連絡する。 

14-6. 保護者等の応援位置や駐車箇所については会場責任者の指示に必ず従う事。 

14-7. 尚、本大会要項は今年度のみの採用とし、今年度のリーグ閉幕後、3種リーグ委員 

 会にて省みて、適宜改訂・改善を検討していくものとする。 

 

 

15.大会役員（兼 規律・フェアプレー委員） 

   ・委員長  直井 規男 

   ・副委員長 大金 弘 

   ・委 員  菅谷 昌弘 ・ 根岸 誠一 

         御子貝和亮 ・ 瓦井 康司 

         海老沼秀樹 ・ 堀  昌浩 


