
ＡＩＦＡ Ｕ－１３中学校サッカー選手権大会２０２２ 実施要項 

１ 主 催 (公財)愛知県サッカー協会 

２ 主 管 (公財)愛知県サッカー協会３種委員会・知多サッカー協会３種委員会 

３ 後 援 愛知県 

４ 日 時 ２０２３年２月４日(土)、１１日(土) 

５ 会 場 半田運動公園陸上競技場【４日（土）】、松屋地所 Frechi Field【１１日（土）】 

６ 参加資格 

（１） (公財)日本サッカー協会に第３種登録した中学校及び２００９年１月１日以降に生まれた選手。 

（２） 試合日程が最後まで遂行できるチームであること。 

（３） 中学校長の承認があること。 

（４） 傷害保険に加入していること。(スポーツ振興センターに加入している選手はこの限りとしない) 

※ 大会中に生じた事故やけがについて主催者は応急処置を行うが、それ以外の責任を負わない。 

７ 出場チーム 

各地区の代表チームとし、出場枠は各地区(東尾張１・西尾張１・名古屋２・知多１・東三河１・

西三河２)とする。組み合わせは、(公財)愛知県サッカー協会３種委員会役員会にて決定する。 

８ 競技方法 

（１） ８チームによるトーナメント戦を行う。 

（２） 試合時間は６０分(前後半３０分)とする。同点の場合は、ＰＫ方式(５＋α)により決定する。 

（３） ハーフタイムのインターバルは原則として前半終了から後半開始まで１０分以内とする。 

（４） ３位決定戦は行わない。 

（５） 雨天の場合でも試合は決行する。ただし愛知県下に午前６時に暴風警報が発令されている場合は、

その日の大会を延期する。午前６時に大雨警報や洪水警報・記録的短時間大雨情報が出て会場運営

ができず試合を中止する場合は、協会役員から該当チームに連絡をする。ただし、大会期間の延長

は行わず、その場合の措置は３種委員会にて決定する 

（６） 試合中に雷が発生し、試合が続行不可能になった場合は、続行不可能になった時点での得点・残り

時間で、再び試合を行う。この際、審判団については、変更の可能性がある。 

９ 競技規則 

（１） (公財)日本サッカー協会の「サッカー競技規則 2022/2023」による。 

（２） 事前登録した３０名以内のうち試合開始６０分前に先発１１名とベンチ入り選手７名をエントリー

する。選手交代は登録した１８名の中から最大７回（最大７人）まで認められる。なお再交代も可

能とする。 

（３） ベンチ入りできる人員は最大２３名(監督１名、コーチ４名、選手１８名とする) 

（４） 中学２年生の選手がピッチに立つのは、同時に最大４名までとする。 

（５） 本大会において退場を命じられた選手、監督、コーチは、次の１試合に出場できず、以降の処置につい

ては、本大会規律委員会によって決定する。(次の大会、次の年代に持ち越す場合がある) 

（６） 本大会期間中に警告２回を受けた者は次の１試合に出場できない。 

10 ユニフォーム 

（１） 「メンバー表兼選手・スタッフ健康チェック表」に記載された正・副２組のユニフォーム（シャツ、

ショーツ及びソックス）を試合会場に持参し、いずれかを着用すること。 

（２） 正・副の２色については明確に異なる色とする。 

（３） 主審が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別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。 

（４） 前項の場合、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、判別しやすい組み合わせを決定することができる。 

（５） 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。ただし、チーム内で同色のものを着用する。 

（６） アンダーシャツの色は問わない。チーム内で同色のものを着用する。 



《大会事務局》 

知多サッカー協会３種委員長  影近雄一 

郵送先 ：〒４７４－００７３ 

 大府市東新町３－３－１ 大府市立大府北中学校 

ＴＥＬ：０５６２－４７－３６１１ 

ＦＡＸ：０５６２－４４－００３２ 

Ｅ-mail：yuichi_kagechika@yahoo.co.jp 

（７） アンダーショーツ及びタイツの色は問わない。チーム内で同色のものを着用する。 

（８） シャツの前面・背面に選手番号をつけること。また、シャツの前面にはチーム名称もしくはマークが入

っていること。ショーツにも背番号と同一の番号をつけることが望ましい。 

（９） ユニフォームへ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

れた場合のみ認める。ただし、(公財)日本中学校体育連盟加盟チームは規程によりこれを認めない。 

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

11 表 彰 優勝、準優勝および第３位(２チーム)に表彰状と盾を授与する。 

12 その他 

（１） 監督会議は行わない。各チームで要項をしっかり確認しておくこと。 

（２） 試合開始時間の６０分前に本部で打ち合わせを行う。 

⚫ 登録選手の選手証(写真貼付で顔の認識ができるもの)と「メンバー表兼選手・スタッフ健康チ

ェック表」(２部)を本部に提出し、ユニフォームの決定やアップ場所の確認等を行う。 

⚫ ベンチはトーナメントの左がピッチに向かって左とする。 

⚫ 試合球は大会本部で用意する。 

⚫ 先発選手は試合開始５分前にメンバーチェックを行う。 

※ 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・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。 

（３） 審判については、愛知県サッカー協会派遣とする。 

（４） 表彰式のみ行う。開会式・閉会式は行わない。 

（５） ベンチ入り・ピッチ内アップは、登録された監督・コーチを含めたスタッフ５名以内と先発選手１

１名・ベンチ入り選手７名以内に限る。(５名のスタッフについては「メンバー表兼選手・スタッ

フ健康チェック表」に明記すること) 

13 新型コロナウイルス感染症対策 

（１） 本大会の感染対策責任者を【知多サッカー協会３種委員長 影近雄一】とする。 

（２） チームは必ず感染対策責任者を設置し、チームの感染対策をしっかり行うこと。 

（３） 「メンバー表兼選手スタッフ健康チェック表」に感染対策責任者を必ず明記すること。(スタッフ

氏名を○で囲む) 

（４） チーム感染対策責任者は、試合当日の「参加チーム用新型コロナウイルス対応チェックリスト」を

作成し、保管しておくこと。また、「健康チェックシート」（２週間以上前から記録が必要）を選

手に記録・提出させ、上記「チェックリスト」とともに、少なくとも１ヶ月間保管しておくこと。 

（５） チーム感染対策責任者は試合当日「メンバー表兼選手・スタッフ健康チェック表」を試合責任者に

提出すること。（提出がない場合、記載に不備がある場合は、試合への参加を認めないことがあ

る） 

（６） その他の対策については、愛知県サッカー協会ＨＰにある３種大会共通資料を参照すること。 

⚫ ＤＬ①「公式戦における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対策（参加チーム向け）に

ついて」 

14 大会参加申し込み 

ＡＩＦＡ Ｕ－１３中学校サッカー選手権大会２０２２の「メンバー表兼選手・スタッフ健康チェ
ック表」と「参加申込書」に必要 事項を記入のうえ、大会事務局【知多サッカー協会３種委員長 
影近雄一】まで、郵送またはメールにて申し込みをお願いします。 
「メンバー表兼選手・スタッフ健康チェック表」は、愛知県サッカー協会ＨＰにある３種大会共通
資料ＤＬ②からダウンロードしてください。 
メール等の申し込みは、校印が確認できる形(ＰＤＦ等)にして送ってください。 
申し込み期限は２０２３年２月１日(水)に大会事務局必着とします。 
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ＡＩＦＡ Ｕ－１３中学校サッカー選手権大会２０２２

４日(土)
半田運動公園陸上競技場

【M1】
9:30

【M4】
15:30

【M3】
13:30

【M2】
11:30

　　場所：半田運動公園陸上競技場
　　　　　松屋地所Frechi Field

１１日(土)
松屋地所Frechi Field

西三河
2位

西尾張
名古屋
2位

西三河
1位

東尾張

【M5】
9:30

【M6】
11:30

【M7】
14:30

名古屋
1位

知多 東三河

15 組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 確認事項 

⚫ 下記タイムテーブルを参考に会場への到着や解散を行うこと。 

⚫ 登録したチーム役員、選手のみピッチ内アップを認める。 

⚫ ピッチ内アップは試合時間の２５分前から１０分間とする。(前の試合に影響を受けて時間が短くなる場

合がある) 

⚫ ピッチ内アップ開始までは、指定された場所でのアップを行うことができる。(半田陸上競技のみ：ボー

ルは使用可能、スパイクは使用不可) 

⚫ 試合開始時のセレモニー：１列に整列、主審の合図で礼をする。握手はなし。その後にコイントス。 

⚫ 試合終了時のセレモニー：１列に整列、主審の合図で礼をする。握手や相手ベンチへのあいさつはなし。 

⚫ 試合を終えたチームは速やかにベンチを空けること。前の試合で使用していたチームが完全に退いたこと

を確認し、次のチームがベンチに入ること。 

◎ タイムテーブル 

【M1】【M5】(9:30KO) 【M2】【M6】(11:30KO) 【M3】 (13:30KO) 【M4】(15:30KO)【M7】(14:30KO) 

8:30 会場到着 10:20 会場到着 12:20 会場到着  14:20 

(13:20) 

会場到着 

8:30 本部打ち合わせ 10:30 本部打ち合わせ 12:30 本部打ち合わせ 14:30 

(13:30) 

本部打ち合わせ 

9:05 ピッチ内アップ開始 11:05 ピッチ内アップ開始 13:05 ピッチ内アップ開始 15:05 

(14:05) 

ピッチ内アップ開始 

9:15 ピッチ内アップ終了 11:15 ピッチ内アップ終了 13:15 ピッチ内アップ終了 15:15 

(14:15) 

ピッチ内アップ終了 

9:25 メンバーチェック 11:25 メンバーチェック 13:25 メンバーチェック 15:25 

(14:25) 

メンバーチェック 

9:30 キックオフ 11:30 キックオフ 13:30 キックオフ 15:30 

(14:30) 

キックオフ 

10:50 試合終了 

ピッチ退出完了 

【M5】表彰式 

12:50 試合終了 

ピッチ退出完了 

【M6】表彰式 

14:50 試合終了 

ピッチ退出完了 

16:50 

(15:50) 

試合終了 

ピッチ退出完了 

【M7】表彰式 

11:25 会場退出完了 13:25 会場退出完了 15:25 会場退出完了 17:25 

(16:25) 

会場退出完了 

 


