
高円宮杯ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０愛知 実施要項 

 
 １ 主 旨  (公財)愛知県サッカー協会は、(公財)日本サッカー協会が推進する年間 

を通したリーグ戦文化の定着の実現に向け本リーグを実施する。これを受 

けて県全体での拮抗したリーグ戦を行うことにより３種年代全体のレベル 

アップをはかる。 

２ 主  催    （公財）愛知県サッカー協会 

３ 主  管    （公財）愛知県サッカー協会３種委員会 

４ 後 援  愛知県教育委員会 

５ 協 力  株式会社 モルテン   

６ 期  日    ２０２０年２月～１０月、各ブロック日程を調整して行う。  

７ 会 場  愛知県下サッカー場及び学校グラウンド 

８ 参加資格  

（１） (公財)日本サッカー協会に２０２０年５月３１日までに第３種登録したチーム、 

及び２００５年４月２日～２００８年４月１日に生まれた選手で、２０２０年１  

 ０月２０日までに第３種登録された選手。 

ただし女子加盟チーム所属の選手については、学校チームに限りその中学校に 

在籍している者は、移籍手続きを行うことなく参加することができる。 

（２） 複数チームの参加は認めるが２チームまでとする。 

（３） リーグの全日程に必ず参加できること。 

（４） 審判が帯同できること。（必ず２名帯同し、そのうち１名は３級以上） 

（５） 学校チームは学校長の承認があること。 

（６） 参加チームは必ず傷害保険に加入していること。（学校チームにおいて、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いますが、それ以外

の責任を負いません。 

９ 出場チーム  参加チームは以下のように選出されたチームとする。 

高円宮杯ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０愛知 各カテゴリーチーム数 

ＴＯＰリーグ･･･１２チーム（ホーム orアウェイ） 

 １部リーグ･････１２チーム（ホーム orアウェイ） 

 ２部リーグ･････１６チーム 

 ３部リーグ･････１４チームまで（Ａ～Ｄブロック） 

 地区リーグ･････６地区でのリーグ戦（ブロック等は各地区で決定） 

10 競技方法   

（１） ＴＯＰ・１部リーグは１２チームによるリーグを基本とし、組合せは各リーグ

にて決定する。ホーム or アウェイ（総当たり）の 22 試合の実施とする。２部・

３部は参加チーム数により、１ブロックのチーム数が増加・減少する場合がある。

地区リーグにおいてはブロック数、各ブロックのチーム数は地区の事情により、

各地区で決定する。 



（２） 試合時間は７０分（前後半３５分）とする。 

（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） 勝ち点は、勝ち３、引き分け１、負け０、とし勝ち点が同じ場合には、得失点

差→総得点→当該成績、それでも決しない場合には抽選を行う。  

11 競技規則 

（１） (公財)日本サッカー協会の「サッカー競技規則 2019/2020」による。 

（２） 大会選手登録については事前エントリーはなしとする。 

（３） 試合当日にメンバー表を提出（当日 18 名を選択）する。ベンチ入りできる人

員は最大 12名（監督 1名、コーチ 4名以内、交代選手７名以内とする） 

（４） 選手交代は７名以内の再交代はなしとし、後半の交代回数を３回までとする。

前半、ハーフタイムの選手交代は、後半の選手交代の回数には含まれない。（１

回に複数人交代することは可能） 

  （５） 複数チームの監督を兼ねることはできない。（コーチは兼ねることは可） 

  （６） 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、本大会規律フェアプレー委員会によって決定する。 

  （７） 本大会期間中に警告３回を受けた者は次の１試合に出場できない。 

 

12 審 判  各チームより帯同審判２名（主審は３級以上とする） 

13 表 彰  各リーグ１位を表彰（賞状・盾等） 

14 ユニフォーム 

（１） ユニフォーム（ＧＫのユニフォームを含む、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メン

バー表に記載し、各試合に必ず携行すること。 

（２） 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。ショーツの番号についてはつけることが

望ましい。但し必ずシャツの背番号と同一番号とする。 

（３） 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。 

（４） 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。 

 

15 その他 

（１） 各試合の 60 分前までに登録選手の選手証（写真貼付により、顔の認識ができ

るもの）とメンバー表（２部）を、本部に提出する。登録選手 18 名は試合開始

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。 

（２） 複数チームの参加は認めるが２チームまでとし、セカンドチームについては３

http://www.aifa.jp/08_tournament/083_category3/愛知県Ｕ１５リーグ登録用紙.doc


部から参加する。セカンドチームについてはファーストチームと同じリーグに所

属しないこととする。 

（３） 登録選手の変更については随時認める。ただし、２チーム以上参加しているチ

ームは、ファーストチームの試合に出場したＦＰがセカンドチームへ選手登録す

ること、試合出場することは、登録変更期間以外は一切認めない。（登録変更を

行えるのは、ファーストチームの前期終了から後期開始までの間とする。） 

この規定に違反した場合は「出場資格のない選手の出場の反則」に則り、厳し 

く処罰されるので注意すること。 

ＧＫについては、けがや病気等により、試合に参加することができなくなって

しまう場合は、上位リーグに出場したＧＫ選手であっても、下位リーグに出場す

ることを特例として認める。その場合は、必ず３種委員長とリーグ統括の承認を

得ること。 

（４） 本リーグに参加しているチーム間での選手の移籍は移籍規定に則り認める。 

（５） クラブ申請したチームに所属し、第４種登録されている小学校６年生の選手（２

０２０年度に中学校１年生の選手）については、第４種の選手証を提示すれば、

２０１９年度内（３月３１日まで）の試合に出場できる。※他クラブに所属して

いる第４種選手は第３種登録すれば出場できる。 

（６） リーグ戦にて重大な違反をしたチームは３種委員会の規律委員会にてその処罰

を決定する。 

 

16 入れ替え規定 

(１） ＴＯＰリーグの１位が来年度東海リーグ参入戦に参加する。これについては、 

東海リーグの昇降格規定による。 

  （２） ＴＯＰリーグの下位２チームと１部上位の２チームを次年度自動的に入れ替え 

る。ただし、東海リーグからの降格チームが２チームいる場合はＴＯＰリーグ下 

位３チームを降格とする。さらに、ＴＯＰリーグ 1位のチームが、東海リーグの 

参入戦に負け、来年度も県リーグで活動する場合は、ＴＯＰリーグ４チームを降 

格とする。（１部、２部の降格もそれに準じる。） 

   (３） １部下位２チームと２部上位２チームを次年度自動的に入れ替える。 

  （４） ２部下位５チームと３部各ブロック１位チームを次年度自動的に入れ替える。 

※ 昇格・降格にセカンドチームが関係する場合はこの限りではない。 

（５） ３部各ブロック最下位１チームと AIFA U-15 地区１位大会 2020 上位４チーム

は入れ替え戦を行い、勝者が３部に昇格とする。 

 （６）  各リーグが行われる前に、必ずリーグごとの打ち合わせを行う。 

（７） ＴＯＰリーグの優勝、準優勝チームは、１１月に開催される高円宮杯ＪＦＡ Ｕ

－１５サッカー選手権２０２０東海大会の出場権を得られる。 

17 実施期間及び日程案  ２０２０年２月～１０月の土、日、祝日開催を原則とする 

18 参加申込み 

「エントリーシステム」による申し込み方法となります。下記アドレス、もしくは愛

知県サッカー協会及び東海クラブユース連盟のホームページより、エントリーシステ



ムを使って申し込みをしてください。 

参加申し込み用紙は愛知県サッカー協会のホームページよりダウンロードし、チー

ム責任者及び学校長捺印の上、監督者会議にて提出してください。 

 申込受付期間  ２０１９年１１月２９日（金）～１２月１３日（金）まで 

 

※  複数チームの場合は申込用紙をファーストチーム・セカンドチームそれぞれ分けて

申し込みすること。 

【エントリーシステム】 http://www.tokai-jcy.com/aichientry.html 

19 参加費  参加費は徴収しません。 

20 監督者会議 令和２年１月１１日(土)１９：００～  

於：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール） 

〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目 6番 3号   

※参加チームは必ず出席し、参加申込用紙の原本を持参すること。 

   連 絡 先  

〒463-0034 名古屋市守山区四軒家２－４０５ 名古屋市立森孝中学校 

          加藤  隆（３種 総務委員長） TEL 090-4162-6399   

〒465-0083 名古屋市名東区神丘町１－１８  名古屋市立神丘中学校 

戸田 和宏（３種 競技委員長）  TEL 080-3065-0057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tokai-jcy.com/aichientry.html


リーグ戦日程案（参考です。チームによって節がずれる場合があります。） 

ＴＯＰ・１部リーグ 

【前期】 第１節  ２月２２日（土）～２４日（祝月） 

第２節  ２月２９日（土）、３月１日（日） 

第３節  ３月 ７日（土）、８日（日） 

第４節  ３月１４日（土）、１５日（日） 

第５節  ３月２０日（金祝）～２２日（日） 

第６節  ３月２８日（土）、２９日（日） 

第７節  ４月 ４日（土）、 ５日（日） 

第８節  ４月１１日（土）、１２日（日） 

第９節  ４月１８日（土）、１９日（日） 

     第 10節  ４月２５日（土）～５月６日（水祝） 

     第 11節  ５月 ９日（土）～１０日（日） 

【後期】 第 12節  ６月 ６日（土）、 ７日（日） 

     第 13節  ６月１３日（土）、１４日（日） 

     第 14節  ６月２０日（土）、２１日（日） 

     第 15節  ６月２７日（土）、２８日（日） 

     第 16節  ７月 ４日（土）、 ５日（日） 

     第 17節  ９月 ５日（土）、９月６日（日） 

     第 18節  ９月１２日（土）、１３日（日） 

     第 19節  ９月１９日（土）～９月２２日（火祝） 

     第 20節  ９月２６日（土）、２７日（日） 

     第 21節 １０月 ３日（土）、４日（日） 

     第 22節 １０月１０日（土）、１１日（日） 

 

２部、３部リーグ 

        第１節  ２月２２日（土）～３月１日（日） 

        第２節  ３月 ７日（土）、８日（日） 

        第３節  ３月１４日（土）～２２日（日） 

        第４節  ３月２８日（土）、２９日（日） 

        第５節  ４月 ４日（土）～１２日（日） 

        第６節  ４月１８日（土）、１９日（日） 

        第７節  ４月２５日（土）～５月６日（水祝） 

        第８節  ５月 ９日（土）～１７日（日） 

        第９節  ６月 ６日（土）～１４日（日） 

        第 10節  ６月２０日（土）～７月５日（日） 

        第 11節  ９月 ５日（土）～９月６日（日）） 

        第 12節  ９月１２日（土）、１３日（日） 

        第 13節  ９月１９日（土）～２２日（火祝） 

        第 14節  ９月２６日（土）、２７日（日） 

     第 15節 １０月 ３日（土）、 ４日（日） 

     第 16節 １０月１０日（土）、１１日（日） 

 

予備節  ５月１１日（月）～６月５日（金） 

７月６日（月）～８月３１日（金）【ナイター等】 

１０月１７日（土）、１８日（日） 


