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高円宮杯 JFA Ｕ-18 サッカープリンスリーグ 2019 北信越プレーオフ 

大会要項 

1．主 旨 

  北信越サッカー協会は、日本サッカーの将来を担うユース（１８歳以下）の少年たちのサッカー 技術の向上 

  と、健全な心身の育成を図ることを目的とし、第 2 種加盟チームのすべてが参加できる大会として、本大会を 

  実施する。 

2．名 称 

高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2019 北信越プレーオフ 

3．主 催 

  （一社）北信越サッカー協会 

4．主 管 

  （一社）長野県サッカー協会・（一社）新潟県サッカー協会・（公社）富山県サッカー協会  

  （一社）石川県サッカー協会・（一社）福井県サッカー協会 

  高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2019 北信越実施委員会 

5．後 援 

  スポーツ庁 

  （公財）日本サッカー協会   

  （公財）長野県スポーツ協会・（公財）新潟県スポーツ協会・（公財）富山県体育協会 

  （公財）石川県体育協会・（公財）福井県スポーツ協会 

  長野県教育委員会・新潟県教育委員会・富山県教育委員会・石川県・福井県教育委員会 

6．協 賛  

  JFA Youth & Development Official Partner 

トヨタ自動車株式会社、ニチバン株式会社、株式会社 明治、株式会社モルテン 

7．期 日  

 １回戦 2019 年 11 月 17 日（日）・２回戦 11 月 23 日（土）・３位決定戦 11 月 24 日(日) 

8．会 場   

 七尾市能登島グラウンド（石川県）  

9．参加資格と選手証 

（1）(公財)日本サッカー協会に第 2 種登録の加盟または準加盟の単独チームであること。 

（2）(公財)日本サッカー協会および本大会に期日までに参加申込を完了した選手のみが、試合における競 

技資格をもつ。選手が本大会期間中に移籍をした場合、当該選手は移籍後から前項に定めた登録変更 

期間まではリーグ内の異なるチームから出場することはできない。 

（3）(公財)日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームについては、同一ク 

ラブ内の別のチームに所属する選手が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。この 

場合、同一クラブ内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させることも可能とする。なお、本 

項の適用対象となる選手の年齢は第 3 種年代とし、第 2 種およびそれ以上の年代の選手は適用対象外 

とする。 

(4)本大会に登録できる選手の人数は 25 名以内とする。なお、登録した選手が特別強化指定選手になった 

場合と J リーグトップへと登録された場合や日本代表に召集された場合は、その選手に代わり新たな選 



 

手の追加登録を認める。 

(5)試合に登録することができる外国人選手は、１チーム３名以内とする。準加盟チームについてはその限り 

としない。 

(6)選手は 2000 年 4 月 2 日以降に生まれたものとする。ただし、同一学年の高円宮杯 JFA U-18 サッカーリ 

  ーグへの出場は 1 回限りとする。なお「出場」とは 大会エントリーではなく試合出場を指す。 

(7)各チームの登録選手は、原則として（公財）日本サッカー協会発行の選手証を持参しなければならない。 

ただし、写真（カラー）貼付により、顔の認識ができるものであること。 

    ※選手証とは、JFA WEB 登録システム「KICKOFF」から出力した選手証・登録選手一覧を印刷したも 

の、またスマートフォンや PC 等の画面に表示したものを示す。 

10. 出場資格 

(1)第３回登録変更期間 ９月３日〜４日に当該チームに登録された選手 

(2)上記の登録変更期間に、プリンスリーグ北信越でブロックされなかった選手 

11．大会構成 

   参加チームは、各県 FA リーグ 1 部の上位チームで、新潟・富山・石川からは 2 チーム、福井・長野からは 1 

チームの 8 チームによるトーナメント戦とする。（各県チーム数は、各県全国出場チームの成績により決定） 

12．競技方法 

（1）８チームによるトーナメント戦で行う。 

（2）試合時間は、90 分（後半開始は、前半終了後 15 分後）とし、勝敗の決しない時は 20 分（10 分ハーフ） 

の延長戦を行い、なお決しない時は PK 方式により次回進出チームを決定する。 

13．競技規則  

   （1）(公財)日本サッカー協会の「サッカー競技規則」による。 

   （2）各試合の登録選手は 20 名以下とする。 

   （3）選手の交代は、試合開始前に登録した最大 9 名の交代要員の中から 5 名までの交代が認められる。 

     なお、延長戦での追加交代は認めない。 

   (4)選手の交代回数の制限 

    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、延長戦に入る前のインターバルでの選手交代は後半の交代回数には含まれない。 

    ③延長戦に入った際、後半に３回選手交代を行った場合でも、選手交代を行うことができる。（ただし、交 

代枠が残されている場合に限る） 

   (5)試合エントリー完了後からキックオフ時刻までの間における選手の変更は、練習中の負傷または急病等 

やむを得ない事情があり、かつ、主審の承諾を得た場合に限り認められる。 

①先発選手の場合、控え選手を先発選手に変更し、新たな選手を控え選手として補充することができる。 

       当該先発予定選手を控え選手に変更することはできないが、ゴールキーパーについては例外として認 

める。 

 ②控え選手の場合、新たな選手を補充することができる。ただし、補充する選手は出場チームが参加申 

込をした 25 名の中からとする。 

   (6)本大会期間中に、退場を命じられた選手等は次の 1 試合は出場できず、それ以降の処置については、 

本大会の規律委員会(各県専門委員長・会場総務)で決定する。ただし、該当選手の所属するチームがそ 

の試合において敗退した場合は、この処置を次の公式試合において適用する。 

   （7）本大会期間中に、警告を２回受けた選手等は、本大会の次の 1 試合に出場資格を失う。また、本大会以 



 

外の公式戦には適用されない。 

   (8)試合開始時間に遅れた場合は、開催規程第４５条・４６条に準じる。（細則に記載） 

14. 懲罰について 

（1）本大会の懲罰に関しては、別途「育成年代リーグにおける懲罰規定」に定める。 

   (2) 本大会とプレミアリーグ・北信越各県 FA リーグと各プレーオフは懲罰規定上の同一大会とみなす。 

15．参加申込  

（1）所定の「参加申込書」を期日までに送付すること。(参加申込書等は、出場権を獲得後、各県担当より配 

布される。） 

（2）締切 ２０１９年１０月２４日（木）１８：００必着（各県 2 種委員長） とする。 

16．参加料 

 １チーム１０，０００円 （大会参加時に持参する） 

17．ユニフォーム 

（1）ユニフォーム（ｼｬﾂ･ｼｮｰﾂ･ｿｯｸｽ）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フ 

ォームを参加申込書に記載し、各試合に携行すること。本大会に登録したものを原則とする。 

（2）シャツの前面・背面にメンバー用紙に記載された選手番号を付けること。 

（3）審判が通常着用する黒色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できない。 

   GK についても同様である。 

（4）ユニフォームの広告表示については、(公財)日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に基づき承認された 

場合のみこれを認める。 

（5）その他の事項については(公財)日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に則る。 

18．資格 

（1）本大会の上位 2 チームは「高円宮杯 JFA Ｕ-１８サッカープリンスリーグ 2020 北信越」への出場資格を 

  得る。  

 (2)３位以下のチームは、プレミアリーグプレーオフ及びプレミアリーグの結果による。 

19．傷害補償 

（1）試合会場では応急処置のみ主催者（主管サッカー協会含む）で行う。 

（2）参加チームは必ず傷害保険、損害賠償保険に加入しておくこと。 

20．その他 

（1）大会規定に違反し、その他不都合な行為のあったときは、そのチームの出場を停止する。その後の処置 

については、本大会実施委員会において協議の上決定する。また、そのチームに対する処置は規律・フ 

ェアプレー委員会で決定する。 

（2）ベンチ入りできる人員は１４名（役員５名、交代選手９名）を上限とする。 

（3）各試合、競技開始時間の８０分前にメンバー用紙３部（本部２部、相手チーム１部）と、登録選手証を提出 

すること。その後７０分前に代表者ミーティングを開催する。その際に、ユニフォームの決定、諸注意事項 

の説明を行う。また本大会要項 9 の(3)において選手を出場させる場合は、クラブ申請承認書(写し可)も 

持参すること。 

（4）試合の中止・中断の決定については現場判断とし、その後の処理については実施委員会に於いて都度 

協議する。 

（5）荒天時・その他大会運営に支障をきたす諸問題で、大会日程が変更されることもある。 

（6）本大会要項に記載されていない事項については、本大会実施委員会において協議の上決定する。 

 



 

高円宮杯 JFA Ｕ-18 サッカープリンスリーグ 2019 北信越プレーオフ細則 

① 延長戦前のインターバルは 5 分、PK 方式の前は３分とする。 

② 組み合わせは２月２日（土）実行委員会の時に抽選決定した組合せトーナメント表による。 

③ 昇格チーム数はプレミアリーグ及び同リーグプレーオフの結果により決定される。 

④ 各 FA リーグにおける警告については持ち越さないが、各 FA リーグにおける退場処分についてはその限り 

ではない。 

⑤ 本大会の登録選手は、最後の選手移動のウインドウが閉まった後の各カテゴリー登録選手であること。各チ 

ームは添付の登録用紙に打ち込み、1０月２４日(木)1８時までに各県 2 種委員長に送信。各県 2 種委員長 

はそれぞれのリーグ戦メンバーと間違いないことを確認の上、翌日１０月２５日（金）まで送信。 

   ＧＫについては下のカテゴリーから 1 名追加登録できる。期間は今回の登録から１１月１１日(月)１５時まで。 

手続きについては登録表の最下段に打ち込み上記ルートで送信。 

⑥ 各試合ごとの登録選手は上記⑤の登録選手より 20 名以内とする。 

⑦ 使用球はプリンスリーグと同じとする。 

  「株式会社 モルテン」F5V5002 ヴァンタッジオ 5000 コンペティション 

⑧ 試合中のベンチについては、上記組合せの左側のチームが、コートに向かって左ベンチを使用する。 

⑨ 試合前の代表者ミーティングは試合開始７０分前に当日指定する場所で行う。 

⑩ 雷等不測の事態により、前の試合の終了が伸びた場合は２試合目の開始時間を遅らせることもある。 

 

【開催規程】 

第４５条〔敗戦とみなす場合〕 

試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由のある 

チームは、原則として０対３で敗戦したものとみなす。 

 

第４６条〔帰責事由となる場合〕 

①利用交通機関が、マイクロバスや貸切バスなど発着時間が不確定な交通手段を使用したことによる遅れは、 

帰責事由にあたることとする。つまり、事故や工事による道路規制や通行止め、またはそれに伴う渋滞に 

よる遅れは全て帰責事由にあたる。ただし、天災等による、道路の寸断などについてはこれには該当しな 

いこととし再試合について検討する。 

②帰責事由に該当しないとみなす移動手段は、発着時間の明確となっている電車を利用した場合の遅れやス 

トップ等によるものに限定する。 

 

試合会場 石川県七尾市能登島向田町馬附  七尾市能登島グラウンド    TEL 0767-84-8008 

 

【問い合わせ先】 

高円宮杯 JFA Ｕ-１８ サッカープリンスリーグ 北信越 実施委員長   澁谷 龍宏 

携帯：090-2127-7431  メールアドレス：shibutani-tatsuhiro@tym.ed.jp 
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高円宮杯 JFA Ｕ-１８ サッカープリンスリーグ 2019 北信越 プレーオフ組み合わせ表 

挿入（別のエクセルシート参照） 


