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2022 年度 第 1回中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ（U-14）ｻｯｶｰ大会要項 

－ 開催要項 － 

1.主 旨:中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰの普及と発展を目指し、各団体の協力を得て、中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ（U-14）ｻｯｶｰ大会を開催

する。 

 

2.名 称:2022 年度 第 1回中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ（U-14）ｻｯｶｰ大会 

 

3.主 催:（一社）中国ｻｯｶｰ協会、中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟 

 

4.主 管:中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟 

 

5.期 日:2023 年 1 月 28 日(土曜日)、29 日(日曜日)、2月 4 日(土曜日)、5 日(日曜日) 

 

6.会 場:1 月 28 日(土) ラウンド 16     山口県 (おのだサッカー交流公園人工芝グランド 2面) 

  山口県 (周防大島町陸上競技場) (長浦スポーツ海浜スクエア) 

1 月 29 日(日) 準々決勝      山口県 (周防大島町陸上競技場)(長浦スポーツ海浜スクエア) 

2 月 4 日(土) 準 決 勝     広島県 (東広島ドリームフィールド) 

2 月 5 日(日) 決勝､3 位決定戦 広島県 (揚倉山上段グランド) 

 

7.出場ﾁｰﾑ:16 ﾁｰﾑ 県代表ﾁｰﾑ(広島県 5枠､岡山県 4枠､山口県 3枠､島根県 2 枠､鳥取県 2枠) 

 

8.出場資格:公益財団法人日本ｻｯｶｰ協会に第3種加盟登録し､なお且つ中国ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟に加盟登録したﾁｰﾑ

であること｡ 

  1)出場選手は他のｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ及び中学校ｻｯｶｰ部などに二重登録されていないこと｡ 

  2)2008 年(平成 20 年)4 月 2 日以降の出生者を対象とする｡ 

3)出場ﾁｰﾑは､15 名以上の選手でﾁｰﾑ構成され､うち 11 名以上は日本ｻｯｶｰ協会第 3種加盟登録 

  選手であり､なお且つ 2008 年 4月 2 日から 2010 年 4 月 1 日までの出生者を対象とする｡ 

4)出場ﾁｰﾑは各県予選を勝ち上がった 16 ﾁｰﾑとする。尚、各県予選にて同一ｸﾗﾌﾞから複数 

  出場した場合、予選から本大会にいたるまでに 1つのﾁｰﾑで大会ﾒﾝﾊﾞｰに登録した 

  選手は、異なるﾁｰﾑへ再び大会ﾒﾝﾊﾞｰに登録することはできない。 

5)出場ﾁｰﾑの同一下部組織第 4種(日本ｻｯｶｰ協会ｸﾗﾌﾞ申請済みｸﾗﾌﾞ)登録選手に限り､種別 

  変更(移籍)せず第 4種登録選手のままの出場を認める｡但し､同一下部組織第 4 種登録 

  ﾁｰﾑを複数所有しているﾁｰﾑの選手登用は､いずれかの 1 ﾁｰﾑからに限定するものとする｡ 

  また､同じｸﾗﾌﾞ内の同じ年代の女子登録している選手も移籍を行うことなく出場する 

  ことを認める｡ 

6)同一下部組織第 4種登録選手のﾋﾟｯﾁ内参加人数は最大 5名までとする。 

7)各ﾁｰﾑの登録選手は､本協会発行の選手証(ｶｰﾄﾞの選手証または電子選手証)を持参しなければ 

ならない｡ただし､写真張付により､顔の認識ができるものであること｡ 

  ※電子選手証とは､本協会 web 登録ｼｽﾃﾑ｢kickoff｣から出力した選手証･大会申込書を印刷した 

もの､またはｽﾏｰﾄﾌｫﾝや pc 画面に表示したものを示す｡ 

      8)申込書提出後、試合当日の選手変更を認める。但し大会期間中（各県内予選も含む）に他の 

出場ﾁｰﾑより移籍し、選手登録をされた選手の出場は申込書提出前までは認める。 
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9.競技方法 

①試合方法  16 ﾁｰﾑのﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦とする｡ 

(別紙組合せ参照 ※ 組合せは､1月 16 日(月)12:00 に各県事務局にﾒｰﾙにて配信します｡) 

②ﾙ ｰ ﾙ ﾙｰﾙは､日本ｻｯｶｰ協会発行｢ｻｯｶｰ競技規則 2022/2023｣による｡ 

③試合時間  試合時間は 70 分とし(ﾊｰﾌﾀｲﾑは 10 分､前半終了ﾎｲｯｽﾙから 10 分後､後半ｷｯｸｵﾌ)。 

競技時間内に勝敗が決まらない場合は､ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰｷｯｸ方式により勝敗を決定する｡ 

④警告退場  各県の予選において、警告の累積は中国大会に持ち越さない｡ 

大会期間中､警告の累積が 2枚になった選手は次の 1試合は出場できない｡ 

退場･退席を命じられた選手･役員は､次の 1試合に出場･ﾍﾞﾝﾁ入りできない｡ 

その後の処置については､大会規律委員会（大会規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員長、各会場競技責任者）にて決定する｡ 

⑤選手登録  ﾒﾝﾊﾞｰ提出用紙は､試合開始 60分前に 3部(審判用､運営用､対戦ﾁｰﾑ用)提出する｡ 

試合毎の登録はｴﾝﾄﾘｰ表に記載されている選手のうち､交代選手を含め 20 名までとし､うち 9 名までの

交代を認める｡(GK を含む)｡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) 

前半､ﾊｰﾌﾀｲﾑでの選手交代は､後半の交代回数に含まれない｡ 

怪我等による、後半 4回目の選手交代は、認めない。(脳震盪による交代も適応しない。) 

なお､各試合のﾒﾝﾊﾞｰ用紙提出後､試合開始までの時間に､怪我など特別な理由により登録されたﾒﾝﾊﾞｰ 

が当該試合へ出場することが不可能であると､当該試合の競技責任者が判断した場合のみ､登録内容 

を変更することが出来る｡ 

試合毎の外国人選手の登録は 5名までとし､うち 3 名までの出場を認める｡ 

⑥ﾕﾆﾌｫｰﾑ    ﾕﾆﾌｫｰﾑは､正の他に､副として正と異なる色のﾕﾆﾌｫｰﾑを用意し試合会場に持って行くこと(GK を含む)｡

背番号は､試合毎の選手登録用紙の番号を正･副とも一致させ使用する｡ 

ﾊﾟﾝﾂに番号を付けている場合はその番号も一致させる｡ 

ｽﾊﾟｯﾂについてはﾊﾟﾝﾂと同色のものを使用すること｡ 

審判と区別のつきにくい(まぎらわしい)ものは着用できない｡ 

まぎらわしいものについては､審判服をﾁｰﾑで準備する｡ﾕﾆﾌｫｰﾑ規定について緩和せず、従来通りの規定

で行う。 

⑦選手証 各ﾁｰﾑの登録選手は､本協会発行の選手証(ｶｰﾄﾞの選手証または電子選手証)を持参しなければ 

ならない｡ただし､写真張付により､顔の認識ができるものであること｡なお､選手証の不携帯若 

しくは選手証に写真を貼っていない場合は､出場を認めない｡ 

※電子選手証とは､本協会 web 登録ｼｽﾃﾑ｢kickoff｣から出力した選手証･大会申込書を印刷､または 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝや pc 画面に表示したものを示す｡ 

⑧規 律委員会 参加資格の違反､不都合な行為があった場合の処置については､大会規律委員会にて決定する｡ 

⑨選手登録 選手の登録は 15名以上 40 名以内とする｡ｽﾀｯﾌ登録数の制限は設けない｡ 

(ｽﾀｯﾌも事前に送られたｴﾝﾄﾘｰから登録をする。) 

⑩中止 ･中断 雷･荒天等不可抗力による中断･中止について 

当該試合が後半 30 分を経過していない状況での中断の場合は､原則として試合再開を検討する｡ 

中断時から試合を再開し､選手は中断時の選手とする｡なお､再開試合が不可能な場合は抽選とする｡ 

当該試合が後半 30 分を経過した状況での中断の場合は､原則として再開を検討するが､再開が不可能 

な場合はその時点の得点で試合成立とする｡なお､同点の場合は抽選とする｡ 

⑪責任者 各試合に競技責任者を置く｡ 

⑫その他 ﾁｰﾑﾍﾞﾝﾁへの入場は､事前に登録されたｽﾀｯﾌ･選手の中からｽﾀｯﾌ 5 名以内､選手 20 名以内とし､それ 

以外の入席を禁ずる｡ 

控え選手はﾍﾞﾝﾁに待機しなくてはならない｡(ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ時を除く｡) ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝや撮影のために 

ﾍﾞﾝﾁ外にいることはできない｡ 

ﾁｰﾑﾍﾞﾝﾁは会場本部席からｸﾞﾗｳﾝﾄﾞに向かって左側ﾍﾞﾝﾁをﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの左側に表記されているﾁｰﾑの 

ﾍﾞﾝﾁとし､対戦ﾁｰﾑを右側とする｡ 
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各試合に第 4審判(1 名)､運営(1 名以上)､記録(1名以上)､感染対策責任者(1 名)をおく｡ 

登録選手は､必ず全員が傷害保険に加入していること｡ 

試合会場での応急処置は主催者側で行うが､それ以降はﾁｰﾑにて処置すること｡ 

試合終了後の挨拶は行わない｡両選手の握手をしない｡ 

⑬感染症対策 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策(別紙取決め)を徹底して行うこと 

感染対策責任者を大会運営､ﾁｰﾑ毎に決めること｡ 

参加ﾁｰﾑには健康ﾁｪｯｸｼｰﾄ提出いただき、チェック後はﾁｰﾑにて管理を行うこと｡ 

 

9.参加費:1 ﾁｰﾑ 20,000 円<〆切:2022 年 1 月 16 日(月)> 

※出場ﾁｰﾑは上記金額を下記口座に振り込むこと｡ 

ゆうちょ銀行 【店名】五一八(ｺﾞｲﾁﾊﾁ)518 (普)【口座番号】5644458   

ｼｬ)ﾁｭｳｺﾞｸｻｯｶｰｷｮｳｶｲ 

 

10.ｴﾝﾄﾘｰ表:ｴﾝﾄﾘｰ表はﾒｰﾙにて  cyuugokukurabuyu-su@eagle.ocn.ne.jp まで送ること｡  

<〆切:2023 年 1 月 9 日(月)> 

※ｴﾝﾄﾘｰ変更がある場合は､大会開始前に事前に事務局に変更されたｴﾝﾄﾘｰ表をﾒｰﾙ､大会事務局へ確認

の電話をし､大会当日に変更されたｴﾝﾄﾘｰ表を 3 部(運営用､審判用､対戦ﾁｰﾑ用)ﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄしﾏｯﾁﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

時に持参すること｡(ｴﾝﾄﾘｰの変更がある場合は､2023/1/13(金)23:59 までに事務局にﾒｰﾙにて変更の旨

を連絡すること。) 
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― 大会日程・会場及び組み合わせ － 

 

ラウンド１６ 

1/28(土) (おのだサッカー交流公園人工芝) 1/28(土) (周防大島 G) （⾧浦 G） 

11:00 

ｍ１ 

(山口 1 位) 

ｖｓ 

(岡山 3 位) 

ｍ２ 

(島根 2 位) 

ｖｓ 

(広島 2 位) 

11:00 

ｍ３ 

(広島３位) 

ｖｓ 

(岡山 2 位) 

ｍ４ 

(広島 1 位) 

ｖｓ 

(山口 3 位) 

14:00 

ｍ５ 

(山口 2 位) 

ｖｓ 

(鳥取 2 位) 

ｍ６ 

(広島 4 位) 

ｖｓ 

(岡山 1 位) 

14:00 

ｍ７ 

(岡山４位) 

ｖｓ 

(島根 1 位) 

ｍ８ 

(鳥取 1 位) 

ｖｓ 

(広島 5 位) 
準々決勝 

1/29(日) (周防大島町陸上競技場 G) 1/29(日) (⾧浦スポーツ海浜スクエア G) 

11:00 
ｍ９ 

ｍ１勝者 ｖｓ ｍ２勝者 
11:00 

ｍ１１ 

ｍ３勝者 ｖｓ ｍ４勝者 

14:00 
ｍ１０ 

ｍ５勝者 ｖｓ ｍ６勝者 
14:00 

ｍ１２ 

ｍ７勝者 ｖｓ ｍ８勝者 
準決勝 

2/4(土) (広島)東広島ドリームフィールド 

11:00 
ｍ１３ 

ｍ９勝者 ｖｓ ｍ１０勝者 

14:00 
ｍ１４ 

ｍ１１勝者 ｖｓ ｍ１２勝者 
決勝戦､3 位決定戦 

2/5(日) (広島)揚倉山上段グランド 

11:00 
3 位決定戦（ｍ１５） 

ｍ１３敗者 ｖｓ ｍ１４敗者 

14:00 
決勝（ｍ１６） 

ｍ１３勝者 ｖｓ ｍ１４勝者 
 


