
高円宮杯 JFA U-15 ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ 2022 中国 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘｰｸﾞ 1 部 

開催要項 

 (一社)中国ｻｯｶｰ協会は、日本ｻｯｶｰ界の将来を担うﾕｰｽ(U-15)年代の、より一層のｻｯｶｰ技術の向上と健全な心身の育成

を図ることを目的として、M-T-M ﾒｿｯﾄﾞに基づき、ﾚﾍﾞﾙが拮抗した長期間のﾘｰｸﾞ戦を実施する。 

１.名 称 高円宮杯 JFA U-15 ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ 2022 中国 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘｰｸﾞ 1 部 

２.主 催 (一社)中国ｻｯｶｰ協会 

３.主 管  (公財)広島県ｻｯｶｰ協会､(一社)山口県ｻｯｶｰ協会、(一財)岡山県ｻｯｶｰ協会 

(一社)島根県ｻｯｶｰ協会､(一財)鳥取県ｻｯｶｰ協会 各県ｻｯｶー 協会 第3種委員会 

４.後 援 広島県  山口県  鳥取県教育委員会  島根県教育委員会  岡山県 

５.大会協賛 (株式会社 ﾓﾙﾃﾝ)  (株式会社 ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島 F.C) 

(株式会社 ﾚﾉﾌｧ山口)  (株式会社 ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山) 

(株式会社 SC 鳥取)  (NPO 法人 ﾂﾈｲｼ・ｽﾎﾟｰﾂｱｸﾄ) 

(ｼｰｶﾞﾙ広島)   (ｻﾝﾌﾚｯﾁｪくにびき)  

６.協 力 株式会社 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｽﾎﾟｰﾂ 

７.大会日程 2022 年 3 月～2022 年 10 月 ﾘｰｸﾞ期間 3 月〜10 月末 

８.大会会場 中国地域各会場(ﾎｰﾑ&ｱｳｪｲ)  

９.参加資格 (1)(公財)日本ｻｯｶｰ協会に第 3 種または、準加盟登録を完了しているﾁｰﾑとする。 

大会参加資格(感染症対策)についての同意書にｻｲﾝし、提出したﾁｰﾑ 

 (2)(1)のﾁｰﾑに登録され、2007 年 4 月 2 日以降に生まれた選手であること。 

10.参加料 1 ﾁｰﾑ 90,000 円 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ代 25,000 円 

11.参加申込 (1)所定のﾌｫｰﾑに記入し返信、同意書を大会事務局へ郵送またはﾒｰﾙで送付する。 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe50kw47qH1HYkyEeuMK-

hdBRDNDsjb2e9yDhg6XLRhXcNI1g/viewform 

大会事務局 〒738-0026 広島県廿日市市上平良 846-1-105 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘｰｸﾞ事務局 山縣 直樹 

(2)申込期日 2022/2/19(土) 必着 

(3)大会参加料(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ代含む)は、2022/2/21(月)~2/28(月)の間に下記口座に振り込むこと. 

ゆうちょ銀行 五一八 普通預金 口座番号 5782705 一般社団法人 中国ｻｯｶｰ協会 

(4)所定の書式(ﾁｰﾑ紹介用紙等)及び、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ用のﾁｰﾑｽﾀｯﾌ，選手の個人写真をま下記宛に送付すること。 

〒733-0012 広島市西区中広町 3-11-8 E-mail:akira518@chime.ocn.ne.jp  

(有)潮流社 信廣 宛 TEL (082)232-5616 FAX (082)295-6252 締切 2022/2/28(月) 

12.代表者会議 2022/2/19(土) 14:00〜 広域公園第一球技場 会議室 

13.表彰 優勝ﾁｰﾑには、ﾄﾛﾌｨと賞状を授与する。準優勝・３位ﾁｰﾑには、ﾄﾛﾌｨと賞状を授与する。 

個人表彰として、最優秀選手(優勝ﾁｰﾑから 1 名) に記念品を授与する。 

得点ﾗﾝｸ最上位選手に記念品を授与する。 

ﾁｰﾑ表彰として、ﾌｪｱｰﾌﾟﾚｰ賞(参照 18)を授与する。 

以上のほか、記念品を授与することができる。 

14.競技方法 (1)当該年度(公財)日本ｻｯｶｰ協会制定の規則による。 

(2)12 ﾁｰﾑによるﾘｰｸﾞ戦(2回戦総当たりﾎｰﾑ＆ｱｳｪｲ)を行う。 

(3)試合時間は 80分(40-10-40)とする。 

(4)順位決定については、次の通りとする。 

① ﾘｰｸﾞが全試合終了した時点で､勝点(勝利 3点､引き分け 1点､敗戦 0点)の合計が多いﾁｰﾑを上位とし､

順位を決定する｡また､ﾘｰｸﾞ自体が途中で開催不可能になった場合で､全ﾁｰﾑの試合数が同数の場合､運営委

員長実行委員長の判断の下､勝点で順位を決定する場合がある｡ただし､勝点が同一の場合は､次の各項の

順序にて順位を決定する｡ 

1） 得失点差 

2） 総得点数 



3） 当該ﾁｰﾑ間の対戦成績(ｲ.勝点  ﾛ.得失点差  ﾊ.総得点数) 

4） 抽選 

② 不成立試合があり､全ﾁｰﾑの試合数が異なる場合は､運営委員長実行委員長の判断の下､勝点平均(総勝

点÷試合数)で決定する場合がある｡ただし､勝点平均が同一の場合は､次の各項の順序にて順位を決定す

る｡ 

1） 当該ﾁｰﾑ間の対戦成績(ｲ.勝点  ﾛ.得失点差  ﾊ.総得点数) 

2） 1試合あたりの得点数 

3） 1試合あたりの失点数 

4） 抽選 

(5)各ﾁｰﾑは、(公財)日本ｻｯｶｰ協会へ登録した選手全員の中から、試合前に 25 名ｴﾝﾄﾘｰし、最大 9 名の交代

ができる。ただし、一度退いた競技者は再び出場できない。 

※選手交代回数の制限 

① 選手交代は､後半の交代回数を 3回までとする｡(1回に複数人を交代することは可能) 

② 前半､ﾊｰﾌﾀｲﾑのｲﾝﾀｰﾊﾞﾙでの選手交代は､後半の交代回数に含まれない｡ 

(③ 後半の交代回数 3回を消化した後、怪我人が出たとしても 4回目を認めない。) 

脳震盪による交代も現段階で適応しない。 

(6)本ﾘｰｸﾞ中に 3回警告を累積した選手は、本ﾘｰｸﾞ(ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ含めない)の次の 1試合に出場できない。 

(7)警告の累積は､全国大会､中国大会､入替戦には持ち越さない｡ただし各県大会及び各県ﾘｰｸﾞでの一発退

場や 2 枚目のｲｴﾛｰｶｰﾄﾞにおける出場停止処分が未消化の場合は､ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄもしくは高円宮杯中国大

会に持ち越され適用される。 

(8)本大会において退場を命じられた選手は、同ﾘｰｸﾞの１試合に出場できず(本ﾘｰｸﾞ内で消化できない場合は、

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄか高円宮杯中国大会に持ち越す)、それ以降の処置については、大会規律委員会で決定す

る。 

(9)大会規律委員会は、中国ｻｯｶｰ協会規律委員長、中国 5 県 3 種委員長、大会審判委員長、大会実行委員

長で構成する。 

(10)ﾘｰｸﾞの昇格・降格について 

①第 9､10､11､12位ﾁｰﾑはﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘｰｸﾞ 2 部に自動降格とする｡ 

②ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘｰｸﾞ 2 部上位 2 ﾁｰﾑ(1位､2位)は自動昇格とする｡(2 部の 5､6､7､8 位は FA ﾘｰｸﾞに自動降格) 

2023 年度は、1 部 10 ﾁｰﾑに戻す。(2 部 8 ﾁｰﾑ) 

③(1 部⇄2 部)のﾁｬﾚﾝｼﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄについては、自動昇降格のため、2022 年度は行わない。 

15.移籍 JFA の HP に掲載されている(公財)日本ｻｯｶｰ協会「ｻｯｶｰ選手の登録と移籍等に関する規則」による。 
16.傷害補償について 参加ﾁｰﾑは必ず傷害保険に加入していること｡ 

17.その他 (1)ﾕﾆﾌｫｰﾑは､(公財)日本ｻｯｶｰ協会「ﾕﾆﾎｰﾑ規定」によるものを用意し、必ず正副２着用意する。 

 (2)試合の運営(ﾋﾟｯﾁ､審判の手配(確認含む)､公式試合記録、試合球等)はﾎｰﾑﾁｰﾑが全責任を負う。なお、ﾎ

ｰﾑﾁｰﾑは、試合速報を試合終了後できるだけ早い時間に、JFA速報とﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｽﾎﾟｰﾂに入力すること。また公

式試合記録を確認後､その日のうちにﾘｰｸﾞ事務局(2022 年度ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘｰｸﾞ LINE)まで報告すること。(公式記録

を JFA速報に PDF で貼り付けること) 

 (3)本大会の優勝ﾁｰﾑは､「 2022 年度高円宮杯 JFA 第 34回全日本(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会 」へ出場の権

利と義務を与えることとする。また本大会参加ﾁｰﾑ(上記全国大会へ出場するﾁｰﾑ以外の 11 ﾁｰﾑ)は、「 高円

宮杯 全日本(U-15)ｻｯｶｰ選手権大会 中国予選大会 」へ参加の権利と義務を有する。 

 (4)参加ﾁｰﾑは第 1節開始までに(4 月以降の試合のための登録)、日本ｻｯｶｰ協会への選手登録を済ませてお

くこと。(3 月中に行われる試合は、2021 年度に登録された選手証を使用する。) 

 (5)参加資格に違反やその他の不都合な行為があった場合は、そのﾁｰﾑの出場を停止する。 

その場合、同ﾁｰﾑが関係する全ての試合結果を抹消する。 

(6)ﾘｰｸﾞ途中で参加棄権等があった場合は、同ﾁｰﾑが関係する全ての試合結果を抹消する。 

尚、そのﾁｰﾑに対する処置は規律委員会で決定する。 

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ関連での棄権・辞退には適用されない。 

(7)試合開始 70分前に、ﾒﾝﾊﾞｰ表及び選手証の確認・ﾕﾆﾎｰﾑﾁｪｯｸ等のﾏｯﾁｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞをﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾘ



ｰｸﾞ(U-15)競技委員、審判団の立ち会いのもと本部で行う。 

(8)ﾍﾞﾝﾁはﾎｰﾑﾁｰﾑがﾋﾟｯﾁに向かって左側とする。 

(9)試合終了後の挨拶は、相手応援席、自ﾁｰﾑ応援席の順に行う。 

(10)表彰式、閉会式を、ﾘｰｸﾞ終了後しかるべき時に開催する。 

(11)試合毎に、感染対策責任者をおく。(感染対策ｸﾞｯｽﾞ準備、ﾁｰﾑ選手の施設内導線の提示、観戦者への指

導、注意。観戦場所の提示。健康ﾁｪｯｸｼｰﾄ管理(保管、破棄含む)。) 

18.ﾌｪｱｰﾌﾟﾚｰ賞 年間の反則ﾎﾟｲﾝﾄが最も少なかったｸﾗﾌﾞにﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞が授与される。  反則ﾎﾟｲﾝﾄ 

u 警告（1試合警告 2回による退場の場合の警告は除く）：1回につき 1 ﾎﾟｲﾝﾄ 

u 警告（1試合警告 2回による退場の場合の警告を含む）のうち、異議または遅延行為によるもの：1回につ

きさらに 1 ﾎﾟｲﾝﾄ 

u 退場（1試合警告 2回による退場を含む）：1回につき 3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

u 出場停止：1試合につき 3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

 


