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高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０１９ 

堺整形外科杯 第１１回福岡県ユース(U-15)サッカーリーグ 

 《 実 施 要 項 》 
 

主 旨 

（公社）福岡県サッカー協会は、将来のサッカー界を担うユース選手（15歳以下）の競技力、

及び、フェアプレーの精神の育成を図るとともに、県内指導者相互の交流を深め、ユース年代に

おけるリーグ戦文化を定着させることを目的とし、第３種年代の加盟チーム全てが参加できる大

会（リーグ）として、本大会（リーグ）を実施する。 

 

名 称 
高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ 2019 堺整形外科杯 第 11回福岡県ユース(U-15)サ

ッカーリーグ 

主 催 公益社団法人福岡県サッカー協会 

主 管 公益社団法人福岡県サッカー協会 U-15リーグ実行委員会 

リーグ 

構 成 

１．県リーグ  【１部】10チーム  【２部】20（10×2）チーム 【３部】16(8×2)チーム 

２．支部リーグ 【４部】リーグのチーム数は各支部で決定する。 

リーグ 

及 び 

入替戦 

基準日 

2019年 2月 9日を開幕日とし、2019年 9月 23日までに全日程を終了する。競技日程は、各グル

ープ責任者が調整し決定する。（3・4部は、2019年 7月 15日までとする。） 

 

(1) 次の期日を県リーグ実施日とする。 

１節 ２節 ３節 ４節 ５節 ６節 ７節 ８節 ９節 

2/9 2/11 2/17 2/23 3/3 3/9 3/17 3/21 4/6 
         

10節 11節 12節 13節 14節 15節 16節 17節 18節 

5/6 5/12 5/25 6/22 7/15 9/1 9/8 9/21 9/23 

※予備日：2019年 9月 28日（土）、29日（日）  

（3・4部は、2019年 7月 20日（土）、21日（日）） 

（原則として、最終節が悪天候などにより開催出来ない場合に使用できるものとする。） 

 

日程会場 

の決定 

各グループ責任者がリーグ基準日を最優先とし、会場等を調整し決定する。なお、会場について

は福岡県内の会場とし、クレー、芝（天然，人工）を問わない。 

 

参加資格 

(1)（公財）日本サッカー協会に 2018年 10月 31日までに登録した３種加盟チームであること。 

(2) 2004年 4月 2日以降に出生し、上記(1)のチームに登録された選手であること。なお、当該

中学校に在籍し、かつ、（公財）日本サッカー協会の女子加盟チーム登録選手は、移籍手続

きを行うことなく、本大会に参加させることができる。ただし、登録している女子加盟チー

ムが本大会に参加している場合を除く。 

(3) 選手数が不足しているチームは、（公社）福岡県サッカー協会中学委員長の了承の上、（公財）

日本サッカー協会が規定する条件に従って「合同チーム」を編成し参加することを、支部リ

ーグに限り認める。 

(4) 選手数が多いチームについては、複数チームでの参加を認める。ただし、【４部】を除いて

同一のリーグに重複して参加することはできない。 

(5) チーム内において 4級の認定講習を必ず新規に 3名、受講すること。 

(6) 参加者全員は必ず傷害保険に加入しておくこと。 
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競技方法 

１．県リーグ 

(1) 競技方法：グループで２回戦総当たりのリーグ戦を行う。 

(2) 試合時間：80分（40-10-40）とし、同点の場合は引き分けとする。 

(3) グループ内順位決定方法： 

試合の結果について、勝利 3点、引分け 1点、敗戦 0点の勝ち点により、勝ち点の多い

順に決定する。勝ち点が同一の場合は、以下の項目に従いグループ内順位を決定する。 

①全試合の得失点差 ②全試合の総得点 ③当該チーム同士の対戦成績 ④抽選 

  (4)全リーグ内順位決定方法： 

同リーグ別グループの順位付けの優先順位は次のとおりとする。 

①グループ内順位②勝ち点③得失点④総得点⑤抽選 

２．支部リーグ 各支部で策定する。 

 

競技規則 

(1) （公財）日本サッカー協会の「サッカー競技規則 2018/2019」による。 

(2) 交代に関しては、競技規則開始前に登録した最大 9名の交代要員の中から最大 9名までの交

代が認められ、一度退いた競技者も再び出場できる（再交代）。ただし、交代の手続きは従

来通りサッカー競技規則第 3条に則って行う。 

(3) 本大会において退場を命じられた選手は次の 1試合に出場できず、それ以降の措置について

は、リーグ実行委員会において決定する。 

(4) 出場停止処分が未消化の場合は、本協会が主催する各大会に持ち越され適用する。 

(5) 本大会において警告を 3回受けた者は、次の 1試合に出場できない。 

(6) ベンチ入りできる人員は最大 14名（役員 5名、選手 9名）とする。 

(7) 日没、雷等により試合続行が不可能と判断された場合は当日は一時中止（中断）とし、後日

試合を中断する前の状態から再開する。したがって、両チームの出場メンバーは原則として

変更することが出来ない。ただし、中断前の試合で出場していた選手が続行試合当日にけが

や疾病を理由に出場できない場合など、不可抗力による選手交代は交代メンバーの中で認め

られる。なお、雷等の場合、中断時間は 60分を目安とする。 

 

審判員 

(1)主審は対戦チーム以外の帯同審判員（4級以上）を基本とする。 

(2)副審は中学生でも可とする。   

(3)高校年代のユース審判員が主審または副審を担当することもある。 

参加料 

【１部】【２部】【３部】   円  

2018年 12月 28日までに下記口座へ振り込むこと。 

西日本シティ銀行 北九州営業部  （普通）3519505  手嶋俊介 

 

ユニホー

ム 

(1) ユニホーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他に副として、正と色彩

が異なり判別しやすいユニホームを参加申込書に記載し、各試合に必ず携行すること（FP・

GK用共）。（公財）日本サッカー協会に登録したものを原則とする。 

(2) シャツの前面・背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。ショーツの選手番号に

ついては付けることが望ましい。 

(3) 選手番号は１番から 99 番までの番号とする。選手に対して固有の番号を付けることが望ま

しい。 

(4) 審判が通常着用する黒色と同一または類似のユニホームのシャツを用いることはできない。

ゴールキーパーについても同様である。 

(5) その他の事項は、（公財）日本サッカー協会ユニホーム規定に則る。 

 

経 費 

主催者は、リーグ全体の運営にかかる費用（会議費，事務局費等）を負担する。試合運営にかか

る費用（会場使用料，帯同審判員にかかる費用，チーム交通費等）など、その他の経費の補助は

行わない。 

 

表 彰 県リーグ各部、第１位以下第 3位までのチームに表彰状を授与する。 

グループ

編成 
前年順位の結果を考慮し、リーグ実行委員会で決定する。 
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入れ替え 

 

(1) 【１部】上位の成績で諸条件が整ったチームには、九州各県リーグチャレンジ大会（入替戦）

に出場する義務を負う。 

(2) (1)チームが九州リーグに昇格した場合やリーグ脱退等により欠員が生じた場合、下部カテ

ゴリー上位チームから上部カテゴリーに自動昇格しチーム数を調整する。 

(3) 九州リーグから降格したチームは次年度【１部】に編入する。その事により各カテゴリー所

属チームが過員となった場合、各カテゴリー下位チームから下部カテゴリーに自動降格しチ

ーム数を調整する。 

(4) 次のチームは、上位カテゴリーに自動昇格する。 

   【２部】上位 2チーム,【３部】上位 4チーム,【４部】上位 6チーム（昇格戦あり） 

(5) 次のチームは、下部カテゴリーに自動降格する。 

   【１部】下位 2チーム,【２部】下位 4チーム,【３部】下位 6チーム 

(6) リーグ内で上位になり自動昇格の権利を得たが辞退し、残留する場合はリーグ内の順位が高

いチームが自動昇格の権利を得る。 

(7) 入替において複数参加チームで上位チームと下部チームが同リーグになる場合は、上部チー

ムを優先で入替を行い、下部チームと上部チームが同リーグにならないように調整する。 

(8) 【４部】の上位 6チームは、支部リーグ上位チームによる昇格戦を実施し決定する。 

  各支部からの昇格戦出場チーム数は、支部リーグ参加チーム数をもとにリーグ実行委員会で

検討し決定する。 昇格戦の参加チーム数及び実施日は次の通りとする。欠員が生じた場合、

下位リーグ上位チームより補充する。なお、試合会場の都合で日程が変更になった場合はそ

の日程に従う。 

   出場チーム数（未定） 12チーム（北九州：6 福岡：4 筑豊：1 筑後：1） 

    実施日 2019年 9月 28日（土）、9月 29日（日） 

その他 

(1) リーグ戦等の運営に関する業務をグループ毎に責任者を中心とし、参加チーム相互で、リー

グ戦が円滑に進行するよう努める。日程・会場等調整の最終決定権については、グループ責

任者が持つこととする。 

(2) グループ責任者は 2019年 9月 24日（火）までに、その時点での試合結果を必ずリーグ戦事

務局に報告すること。また、3・4部リーグは、2019年 7月 16日（火）までに報告すること。 

(3) リーグの規律委員会は、実行委員長、事務局及び各グループ責任者で構成する。退場等の処

分については、規律委員会で検討をおこなう。 

(4) 大会規定に違反、その他不都合な行為のあった時は、そのチームの出場を停止するとともに、

３種委員会で協議決定する。 

(5) 各試合とも競技開始 30分前までに、「メンバー登録用紙」を各会場本部に提出すること。 

(6) 天候によっては主審の判断で飲水タイムをとることもある。 

(7) 試合運営、審判、試合記録、ボールパーソン等の業務は、参加チーム相互で分担すること。 

(8) 試合当日の棄権及び連絡無く試合時間に遅れた場合は、当該チームを不戦敗とする。結果は

当該チームを 0 点とし、相手チームには不戦敗チームの全試合の中から最大得失点差の点

数を与える。ただし、最大得失点差が 5点に満たない場合は、0-5として取り扱う。 

(9) 2019年 9月 23日(月)の最終節までに消化出来ない試合は、没収試合とし当該試合の勝ち点

は互いに 0点とし、点数結果を 0-0とする。 

(10) リーグ戦開催期間中の地震などの予期せぬ自然災害時において、その後のリーグ戦が実施

不可能となった場合その時点までの結果を最終結果とする。実施不可能と判断する場合の

決定は福岡県サッカー協会 3種委員会において決定する。 

(11) 次の 16チームに「平成 31年度第 31回福岡県ユース(U-15)サッカー選手権大会」への参加

資格を与える。 

 【１部】 10チーム 

 【２部】 上位 4チーム（各グループから上位 2チームを基本とする） 

 【３部】【４部】 2チーム（3部各グループ 1位の 2チームと支部の勝ち上がり 2チームで

プレーオフを行い、県大会出場 2チームを決定。 

(12) 運営等の詳細については、別途「運営方針に関する規定」、「試合日程等に関する規定」、「懲

罰に関する報告等規定」、「複数チーム参加に関する規定」のとおりとする。 

(12) 本大会要項、上記規定に記載されていない事項については、（公社）福岡県サッカー協会

U-15リーグ実行委員会において協議の上決定する。 

(13) 事務局は（公社）福岡県サッカー協会Ｕ－15リーグ実行委員会〒802-0001北九州市小倉北

区浅野 3－1－26 あべりあ浅野ビル ギラヴァンツ北九州内）におく。 

(14) 参加申込書等に記載された内容をはじめ各種個人情報は、リーグ運営にかかる業務以外に

は使用しません。 
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