
高田杯 第 33 回 大分県ユース（U-15）サッカー選手権大会
兼 第 33 回 九州ユース（U-15）サッカー選手権大会 大分県大会
兼 高円宮杯 第 33 回 全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会 九州大会 大分県予選

大 会 実 施 要 項

１．名 称 高田杯 第 33 回 大分県ユース（U-15）サッカー選手権大会
兼 第 33 回 九州ユース（U-15）サッカー選手権大会 大分県予選
兼 高円宮杯 第 33 回 全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会 九州大会 大分県予選

２．主 催 一般社団法人大分県サッカー協会

３．主 管 一般社団法人大分県サッカー協会 第３種委員会

４．後 援 大分県教育委員会 公益財団法人大分県スポーツ協会 大分合同新聞社
（予定）

５．協 力 株式会社モルテン

６．期 日 令和 3年 10 月 2 日(土)・ 3 日(日)・ 9 日(土)・ 10 日(日)

７．会 場 杵築市営サッカー場 （山香町大字野原 700-5）
（予定） 佐伯市総合運動公園 陸上競技場 （佐伯市⾧谷 2614）

８．参加資格
(1) 公益財団法人日本サッカー協会に令和3年5月31日までに第3種もしくは準加盟チームであること。ま
た女子登録した加盟チームであること。

(2) ① (1)のチームに令和3年8月31日までに登録された選手であること。ただし一家転住等の理由により
上記期限以降に移籍または追加登録した選手が大会参加を希望する場合、一般社団法人大分県サッ
カー協会第３種委員⾧が別途了承した場合に限り、大会参加を認める。

② 中学校体育連盟加盟チームは、その中学校に在籍し、かつ、公益財団法人日本サッカー協会の女子
加盟チーム登録選手を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 公益財団法人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」内のチーム間であれば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。なお、本項の適用対象となる選手の年齢は第４種年代とし、第３種及びそれ以外の年
代の選手は適用対象外とする。

④ 選手数が不足している同種別の複数チームによる「合同チーム」の大会参加については、次の条件
を満たしている場合においてのみ認めることとする。但し、11名以上の選手を有するチーム同士の
合同は不可とする。
1) 合同するチームおよびその選手は、それぞれ(1)および(2)①を満たしていること
2) 極端な勝利至上主義を目的とする合同ではないこと
3) 大会参加申し込みの手続きは、それぞれのチームの代表者が協議の上、代表チームが行う
4) 合同チームとしての参加を一般社団法人大分県サッカー協会第３種委員⾧が別途了承する
こと

(3) 大会参加選手は、全員スポーツ傷害保険に加入しておくこと。大会中の傷害及び疾病、事故について
は、本大会において応急処置を行うが、以後の責任は一切負わない。

９．参加チーム 高円宮杯U-15 サッカーリーグ 2021OFA リーグにおける下記の順位に位置する 12 チーム＋高
田杯出場決定戦の勝者２チームの、最大 14チームとする。
・高円宮杯U-15 サッカーリーグ 2021 OFA リーグ 1部：10 チーム
・高円宮杯U-15 サッカーリーグ 2021 OFAリーグ 2部：上位 2チーム
・ 2部 3 ・ 4位チームと３部各パート１位２チームの高田杯出場決定戦の勝者：2チーム

ただし、2部に関しては本大会に出場するチームの 2nd チームが上位 2チームとなった場合、
その 2nd チームに出場権は与えられず、3位以降のチームにその出場権は委譲されないものと
する。また、高田杯出場決定戦に出場可能なチームはトップチームのみとし、２部５位以降
及び 3 部に関しては各パート２位以降のチームの順位繰り上げによる出場は行わない。



１０．競技方法 (1) 最大 14 チームによるトーナメントを行い、優勝チームを決定する。
(2) 試合時間：80 分（前・後半 40 分）
(3) 飲水タイムを設ける。
(4) ハーフタイムのインターバル：原則として 10 分（前半終了から後半開始まで）
(5) 試合の勝者を決定する方法（80 分で勝敗が決しない場合）

・ＰＫ方式により勝利チームを決定する。
・ＰＫ方式に入る前のインターバル：1分

１１．競技規則 (1) 公益財団法人日本サッカー協会の「サッカー競技規則 2021/2022」による。
(2) 大会参加申込した最大 25名の選手のうち、各試合の登録選手は最大 18名とする。
(3) 交代に関しては、競技開始前に登録した最大 7名の交代要員の中から最大 7名までの交代が
認められる（一度退いた選手は再び出場できない。）。

(4) 選手交代の回数については、下記の通りとする。
①後半の交代回数は、３回までとする（１回に複数人を交代させることは可能）。
②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。

(5) ベンチ入りできる人員は最大 13 名（役員 6名、選手 7名）とする。
(6) 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、それ以降の処置につい
ては大会の規律委員会で決定する。

(7) 本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。
(8) テクニカルエリア：設置する

戦術的指示はテクニカルエリア内からその都度ただ一人の役員が伝えることができる。た
だし、通訳を必要とする場合は計 2人までとする。

(9) 第 4 の審判員：任命する
(10) アディショナルタイムの表示：実施する
(11) 負傷した競技者の負傷を確かめるために入場を許される役員の数：2名以内

１２．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、各試合に必ず携行すること（FP ・
GK 用共）。

(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) ユニフォームの色、選手番号の参加申込締切日以後の変更は認めない。
(4) 主審は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判断しがたいと判断したとき

は、両チームの立ち会いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。
(5) (4)において、主審は、両チームの各２組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツ及び
ソックスのそれぞれについて、判断しやすい組み合わせを決定することができる。

(6) ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する場合、
ソックスと同色でなくても良い。

(7) アンダーシャツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを着用する。
(8) アンダーショーツ及びタイツの色は問わない。ただし原則としてチーム内で同色のものを
着用する。

(9) ユニフォームへの広告表示については公益財団法人日本サッカー協会「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。ただし、公益財団法人日本中学校体育連盟加盟
チームは連盟規定によりこれを認めない。

(10) その他の事項については、公益財団法人日本サッカー協会ユニフォーム規定に則る。

１３．参加申込 (1) 参加申込書への登録人員は選手 25 名以内とする。
(2) 参加料 10.000 円
(3) 申込について

・一般社団法人大分県サッカー協会第３種委員会Webページより、参加申込（excel形式）
をダウンロードし、メールで申し込みを行う。

・送信先【miura-kento@oen.ed.jp】
(4) 振込先 ゆうちょ銀行 記号 17250 番号 24356371 口座名 二宮慎太郎(ﾆﾉﾐﾔｼﾝﾀﾛｳ)

☆銀行への振込の場合
金融コード ゆうちょ銀行＜店番：728＞＜店名：ﾅﾅﾆﾊﾁ店＞普通 2435637

(5) 締切日 令和 3年 9月 30 日（木）



１４．組み合わせ 一般社団法人大分県サッカー協会第３種委員会で決定済(OFA リーグが終了次第、３種委員
会ホームページを通じて発表)

１５．そ の 他 (1) 参加のための経費は各チームの負担とする。
(2) 出場チームは電子選手証(写真が登録されたもの)を持参し、確認ができるようにすること。

確認ができない場合は、当該試合への出場を認めない。
※電子選手証とは、公益財団法人日本サッカー協会WEB登録システム「KICKOFF」から出
力した選手証を印刷したもの、またはスマートフォンや PCなどの画面に表示したものを
示す。

※本部での確認を迅速に行うために、印刷されたものが望ましいが、スマートフォン・タ
ブレットでの画面提示も可とする。

(3) 本大会において規律委員会を組織し、委員⾧は一般社団法人大分県サッカー協会第３種委員
⾧が兼任する。委員人選については委員⾧に一任する。

(4) チーム責任者は各試合競技開始時間の 30 分前までにメンバー表を２部大会本部に提出する
こと。尚、メンバー表は各チームで指定された用紙を準備すること。また、マッチコーディ
ネーションミーティングは実施しない。

(5) 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。大
会要項に規定されていない事項については、大会本部にて協議の上、決定する。

(6) 優勝チームは第 33 回九州ユース(U-15)サッカー選手権大会に出場する義務を負う。
(7) 新型コロナウイルス感染症対策については、「高円宮杯U-15 サッカーリーグOFAリーグ
2021」に準じるものとするが、感染状況によって変更する可能性もある。その際は、別途連
絡する。

(8) 連絡先：三浦 建人 Mail：miura-kento@oen.ed.jp


