開 催 実 施 要項
１．大会名

令和４年度 福岡県高等 学校 サッ カー 新人 大会 南部ブ ロッ ク予 選会
兼 九州高校サ ッカ ー新 人大 会福 岡県 南部 ブロ ック予 選会

２．主

催

福岡県高等 学校 体育 連盟 、福岡 県教 育委 員会

３．後

援

福岡県サッ カー 協会

４．主

管

福岡県高等 学校 体育 連盟 南部ブ ロッ クサ ッカ ー専 門部

５．期 日
（１）諸連 絡
令和４年１２ 月３ 日(土） ９： ００ ～＊ 本年 度、開 閉会 式は 行い ませ ん。
（２）競
技 【１～３部リ ーグ 戦】
令和４年１２ 月３ 日(土） 、４ 日（ 日） 、１ ０日（ 土）
１１日（日） 、１ ７日 （土） 、１ ８日 （日 ）、 ２４ 日（ 土）
【県大会出場 決定 トー ナメ ント 】
令和５年１月
８日（日）、 ９日 (祝月)
（３）閉会式

令和４年１ 月９ 日（ 日）

６．会 場
筑後広域公園 （筑 後市 津島 831-1
三潴高校（久 留米 市城 島町 城島 ５９ －１
八女高校（筑 後市 和泉 ２５ １
三池工業高校 （大 牟田 市上 官町 ４－ ７７
伝習館高校（ 柳川 市本 町１ ４２
南筑高校（久 留米 市御 井町 １３ ６０ －５
山門高校（み やま 市瀬 高町 上庄 １７ ４０

１６：００＊ 本年 度、 開閉 会式 は行 いま せん。
０９４２－５３ － ４ ６ ００ ）

０９４２－６ ２－ ３１ ４６ ）
０９４２－５ ３－ ４１ ８４ ）
０９４４－５ ３－ ３０ ３６ ）
０９４４－７ ３－ ３１ １６ ）
０９４２－４ ３－ １２ ９５ ）
０９４４－６ ２－ ４１ ０５ ）

他

７．競技規則
（１）本年 度（ 公財 ）日 本サ ッカ ー協 会競技 規則 によ る。
（２）日本 サッ カー 協会 に登 録し 、か つ学校 長の 承認 を受 けた 選手 の中 から 、試 合毎に ２０ 名以 内
のメンバー用 紙を ２部 作成 し本 部に 提出 するこ と。 交替 はそ の試 合の 交替 要員 ９名 以内の 中
から（延長を 含め ）５ 名を 限度 とし て認 める。 （た だし 、緊 急な 事態 おい ては この 限りで は
ない。規定を 別で 定め る。 ）
（３）リ－ グ戦 ・各 リー グ順 位決 定戦 ・トー ナメ ント にお いて 退場 を命 じら れた 選手は 、次 の１ 試
合に出場 を 停 止 し 、 そ れ 以 降 の 処 置 は 規 律 委 員 会 （ 専 門 委 員 で 構 成 ） に お い て 決 定 す
る。
（４）警告 の累 積を 行い ２回 警告 を受 けた選 手は 、次 の１ 試合 に出 場を 停止 する 。ただ し、 リー グ
戦・各リーグ 順位 決定 戦と トー ナメ ント は区別 する 。
８．競技方法
（１）リー グ戦 ・ト ーナ メン ト方 式。 ただし 、３ 部リ ーグ はリ ーグ 戦の 後、 トー ナメン トを 行う 。
（２）試合 時間 はリ ーグ 戦、 各リ ーグ 順位決 定戦 、ト ーナ メン トと もに ７０ 分と する。 リ ー グ 戦
に お い て は 引き 分け を用 いる が、 トー ナメ ントに おい て勝 負 が 決 し な い 場 合 は P K 方 式
に よ り 決 定 す る 。 た だ し 、 順 位 決 定 戦 、県 大会 出場 決定 戦等、 県大 会出 場、 昇降 格が か
かる試合は、 ２０ 分を 限度 とし て延 長戦 を行う 。
次大会、各リ ーグ の入 れ替 えに つい ては 上位、 下位 の自 動入 れ替 えと する 。
９．引率・監 督に つい て
（１）引率 責任 者は 、団 体の 場合 は、 校長の 認め る当 該校 の副 校長 、教 頭、 主幹 教諭、 指導 教諭 、
教諭、助教諭 、実 習助 手、 常勤 講師 、部 活動指 導員 （地 方公 務員 法第 ２２ 条の ２に 示され た
者）又は校長 とす る。
個人の場合は 、校 長の 認め る当 該校 又は 他の学 校の 副校 長、 教頭 、主 幹教 諭、 指導 教諭、 教
諭、助教諭、 実習 助手 、常 勤講 師、 部活 動指導 員（ 地方 公務 員法 第２ ２条 の２ に示 された 者）
又は校長とす る。
（２）監督 ・コ ーチ 等は 、校 長が 認め る指導 者と し、 それ が外 部指 導者 の場 合は 傷害・ 賠償 責任 保
険（スポーツ 安全 保険 等） に必 ず加 入す ること を条 件と する 。
10．参加資格
（１）選手 は、 学校 教育 法第 １条 に規 定する 高等 学校 （中 等教 育学 校後 期課 程を 含む） に在 籍す る
生徒であるこ と。
（２）選手は、本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により参加の資格を得た者であること。
（３）日本 サッ カー 協会 に登 録さ れた 者（チ ーム ）で ある こと 。

（４）年齢 は、 ２０ ０４ 年（ 平成 １６ 年）４ 月２ 日以 降に 生ま れた 者と する 。た だし、 出場 は、 同
一競技２回ま でと し、 同一 学年 での 出場 は１回 限り とす る。
（５）チーム 編成 は、 全日 制課 程･定時 制課 程･通信 制課 程の 生徒 の混 成は 認め ない 。
（６）統廃合 等の 当該 校を 含む 合同 チ－ ムによ る大 会参 加を 認め る。 別に 規定 を定 める。
（７）ア．転 校後 ６ケ 月未 満の 者の 参加 は認め ない 。（ 外国 人留 学生 もこ れに 準ず る）
ただし、一家 転住 等や むを 得な い事 由に よる場 合は 、サ ッカ ー専 門委 員会 で調 査し 福岡県
高体連会長の 承認 があ れば この 限り では ない。
イ．高体連加 盟チー ムに 所属 して いた 選手 は他 校に おい て６ヶ 月間 は出 場で きな い。
ウ．転校に有 無にか かわ らず 、他 の連 盟か ら高 体連 加盟 チーム に移 籍す る場 合は 上記 アに 準ず
るものとする 。た だし 、こ の規 定ウ の適 用は該 当年 度内 に限 るも のと する 。
（８）出場す る選 手は 、あ らか じめ 健康 診断を 受け 、在 学す る学 校長 の承 認を 必要 とする 。
（９）その他 の事 項に つい ては 、全 国高 等学校 体育 連盟 ・九 州高 等学 校体 育連 盟大 会開催 基準 要項 の
参加資格に準 ずる 。
（10）参加資 格の 特例
ｱ. 上記(1)(2)に 定め る生 徒以 外、(3)～(9)の大 会参 加資格 を満 たし 、か つ本 連盟が承認し
た生徒については、別途に定める規定に従い大会参加を認める。
ｲ. 上記の(4)のた だし 書き につ いては 、学 年の 区分 を設 けな い課 程に 在籍 する生 徒の 出場
は、同一競技 ２回 限り とす る。
ｳ. 学年の区分を 設け てあ る課 程に 在籍 する 生徒 の出 場は、 ２学 年ま でと する 。
11．個人情報 及び 肖像 権に つい て
上記取り扱い につ いて は、 高体 連 HP「 個人 情報 及び 肖像 権に 係る 取り扱 いに つい て」 に記
載のとおりと する
12．参加申込
（１）高体連の参加申込に記載される生徒個人情報について
利用目的等 ・大会競技プログラムまたは福岡県高等学校体育連盟ホームページへの記載
・参加資格の確認（年齢・転校等）
・競技成績については、学校名・氏名・成績（記録）のみを公表する事とする
参加申込書の提出により、申込書記載の生徒の個人情報は、上記利用目的に使用する旨の承諾を得たものとする。
（２）申込 先
各会場本部
（３）申込 期日
各チームの 初戦
13．組合せ・ 試合 日程 （別 紙）
14. 表

彰

団体３位ま で表 彰す る。

15．取得制限
１部リーグ上 位チ ーム と県 大会 出場 決定 トーナ メン ト上 位チ ーム 、合 計８ チー ムは 県大会 への 出
場権を得る。
16．その他
（１）ユニ フォ ーム は色 の異 なる 正・ 副２着 を必 ず準 備す るこ と。 また 、背 番号 は１～ ２０ とす
る。シャツの 前面 の番 号は 必ず つけ るこ と。パ ンツ の番 号に つい ては 、つ ける こと が望ま し
い。
（２）半袖 のユ ニフ ォー ムの 下に アン ダーシ ャツ を着 用す る場 合、 その 両袖 の主 たる色 はジ ャー ジ
またはシャツ の袖 の主 たる 色と 同じ とす る。な お、 ショ ーツ やタ イツ につ いて も短 パンの 主
たる色と同じ とす る。 ソッ クス につ いて 、テー プま たは 同様 な材 質の もの を外 部に 着用す る
場合は、着用 する 部分 のソ ック スの 色と 同じも ので なけ れば なら ない 。（ 透明 のテ ープは 認
める）なお、バンテージ、アンクルサポーターなどはソックスの内側に着けること。
（３）試合 当日 のオ ーダ ーは 、試 合時 間３０ 分前 まで に本 部に ２部 （本 部用 ・相 手用） 提出 する こ
と。
（４）会場 校の 校舎 内に は絶 対立 ち入 らない こと 。ま た、 更衣 に使 用し た場 所は 各学校 で責 任を も
って清掃し、 ゴミ は確 実に 持ち 帰る こと 。また 、最 終試 合の チー ムが グラ ンド の整 備をす る
こと。
（５）その 他不 測の 事態 、新 型コ ロナ ウイル ス感 染症 拡大 など 、急 遽、 大会 に関 する変 更が 発生 し
た場合は専門 委員 会で 協議 し決 定す る。
17．問合せ先

誠修高等学校
白 木 孝 廣
連絡先
０９４４－５ ５－ ２３ ４４

