KFA 第３４回 鹿児島県Ｕ－１５サッカー選手権大会

大会要項

１．名称
KFA 第３４回鹿児島県 U-15 サッカー選手権大会
２．主催
一般社団法人鹿児島県サッカー協会・ＫＫＢ鹿児島放送
３．主管
一般社団法人鹿児島県サッカー協会３種委員会
４．協賛
（ 未 定 ）
５．後援
鹿児島県 鹿児島県教育委員会 （公財）鹿児島県スポーツ協会 鹿児島市 鹿児島市教育委員会
姶良市 姶良市教育委員会 南さつま市 南さつま市教育委員会 日置市 日置市教育委員会
薩摩川内市 薩摩川内市教育委員会 朝日新聞社（予定）
６．日程
開催日：2022 年 8 月 26 日（金）
・27 日（土）
・28 日（日）
・29（月）
・9 月 3 日（土）
・4 日（日）
会場： ビーラインスポーツパーク姶良 ビーラインフットボールセンター 県立サッカー・ラグビー場
桷志田サッカー場 鹿児島ふれあいスポーツランド 丸山自然公園 吹上人工芝サッカー場
東市来総合運動公園（予定）
組合せ：2022 年 7 月 23 日（土）午後 1 時より重富中にて抽選を行う。
（３種委員会役員及び各地区責任者にて行う。
）
開会式：2022 年 8 月 26 日（金）県立サッカー・ラグビー場 午前 9 時より
※大会第１日目に県立サッカーラグビー場、ふれあいスポーツランドで試合があるチームと前々回優勝の FC
KAJITSU が参加する。
※開会式に参加するチームはプラカードを準備する。
閉会式：2022 年 9 月 4 日（日） 決勝戦終了後
７．参加資格
(1)2022 年度公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という）及び鹿児島県サッカー協会に第３種または女子に加
盟登録したチームであること。
(2)本大会申込期限である 2022 年 7 月 15 日（金）までに(1)への登録を JFA が承認した選手とする。
(3)女子参加選手の特例：中学校体育連盟加盟チームは，その中学校に在籍している JFA の女子加盟チーム登録選手は，
移籍手続きを行うことなく，本大会に参加することができる。
(4)クラブ申請制度の適用：JFA によりクラブ申請を承認された「クラブ」に所属する選手については，同一クラブ内の
チーム間で移籍手続きを行うことなく本大会に参加することができる。
なお，本項の適用対象となる選手の年齢は第 4 種年代のみとし，同一クラブ内の第 4 種複数のチームから選手を参
加させることも可能とする。
（但し，3 種選手 11 名以上の登録が必要。また 4 種は小 6 に限る。
）
(5)合同チーム：11 名以上の選手を有するチーム同士の合同は認めない。
選手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，以下の条件により認める。
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)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合同チームとしての参加を本協会第 3 種委員長が別途承認すること。
④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。
(6)必ずスポーツ傷害保険に加入すること。傷害および疾病，事故については，大会本部は応急処置を行うが，以後
の責任は一切負わない。
(7)帯同審判員を必ず登録すること。
（登録できない場合は拠出金 5,000 円を支払い大会に参加することができる。
）
(8)各チームの登録選手は，JFA 発行の選手証（カードの選手証または電子選手証）を持参しなければならない。ただ
し，写真貼付により、顔の認識ができるものであること。

※電子選手証とは、JFA の 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。
(9)政府や自治体，JFA のガイドラインに沿った新型コロナウイル感染防止策がとれるチームと選手であること。
８．大会形式
ノックアウト方式にて，優勝以下 3 位までを決定する（3 位決定戦は行わない）
。
９．競技規則
大会実施年度の JFA「サッカー競技規則」による。
10． 競技会規定
以下の項目については本大会の規定を定める。
(1)ボール
試合球は JFA 公認 5 号球とする。
(2)競技者の数
25 名の中から１試合ごとに 20 名の登録
①競技者の数：11 名
②交代要員の数：9 名以内
③交代を行うことができる数：再交代を適用する。
（一度退いた競技者も再び出場でき，何回でも交代可能とする。
）
④選手交代は，後半の交代回数は 3 回までとする。(1 回に複数人を交代することは可能）
⑤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、後半の交代回数に含まれない。
⑥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。
⑦「プレーの続行が困難な負傷等による交代」は，
「通常の交代」で定められている交代の数にかかわらず，行うこ
とができる。
（
「プレーの続行が困難な負傷とは，脳震盪や救急車を要請するような負傷のこととする」
(3)役員の数
ベンチ入りできる役員の数：3 名以内（監督 1 名，コーチ 2 名）
(4)競技者の用具
①ユニフォーム
I. JFA のユニフォーム規程に基づいたユニフォームを使用しなければならない。
II. ユニフォームは，参加申込書に記入したものとする。参加申込締切日以後の変更は認められない。なお，背番
号の変更も認めない。
III. ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）は，正の他に，副として異なる色彩のユニフォームを参加申込書
に記載し，必ず試合会場まで携行すること。
IV. 審判員と同一色または類似色（黒または紺）のユニフォームをシャツに用いることはできない。なお，ショーツ
とソックスは黒または紺のみでも可とする。また，両方が黒または紺であるものも許される。ゴールキーパーに
ついても同様である。
V. 背番号は必ず参加申込書に登録された選手固有の番号とし，登録番号は 1 から 99 までの番号とする。
(5)試合時間
①1 回戦～４回戦
50 分（前後半各 25 分）とする。
ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始まで）
：原則 5 分間
勝敗の決しない場合：ペナルティキック方式により勝利チームを決定する。
②準々決勝・準決勝
60 分（前後半各 30 分）とする。
ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始まで）
：原則 10 分間
勝敗の決しない場合：ペナルティキック方式により勝利チームを決定する。
③決勝戦
60 分（前後半各 30 分）とする。
ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始まで）
：原則 10 分間
勝敗の決しないときは 20 分（前後半各 10 分）の延長戦を行い，なお決しない場合はペナルティキック方式により
勝利チームを決定する。
延長戦に入る前のインターバル：原則 5 分間
延長戦ハーフタイムのインターバル：原則なし
ペナルティキック方式に入る前のインターバル：原則 1 分間

11. 懲罰
(1)本大会は，JFA「懲罰規程」に則り，大会規律委員会を設ける。
(2)大会規律委員会の委員長は第 3 種委員長とし，委員については委員長が決定する。
(3)本大会期間中に警告を 2 回受けた選手等は，次の 1 試合に出場できない。
(4)本大会において退場を命じられた選手等は，自動的に次の 1 試合に出場できず，それ以降の処置については大会規
律委員会において決定する。
(5)JFA 諸規程および本実施要項にない事例に関しては，大会規律委員会にて決定する。
12. 大会参加申込
(1)1 チームあたり 28 名（役員 3 名，選手 25 名）を最大とする。
(2)申込期限：2022 年 7 月 15 日（金）必着
(3)申込先：
①〒899-7305 曽於郡大崎町仮宿 1699-1 大崎中学校内
出村文男 宛
②E-mail
kfa3syu@gmail.com
(4)「大会申込書」
・
「大会参加料（及び審判拠出金）の振込金受取書のコピー」を(3)①へ郵送すること。
(5)電子データファイル「大会申込書」を(3)②へ送信すること。
(6)電子データファイル「大会申込書」は３種委員会公式ＨＰまたは，大会速報ブログからダウンロードする。
(7)参加申込以降，選手の変更は原則認めない。
(8)メール件名及びファイル名：
【〇〇〇（チーム名）
】U15 申込
（例：
【伊敷中】U15 申込）
※データファイル申込を行ったメールアドレスへ諸連絡を送ります。
13. 参加料
1 チーム 9，000 円とし，下記の口座に振り込むこと。なお，振込名義には必ず「チーム名」を入れること。
ヤマノウエ

シンイチ

銀行名：
『鹿児島銀行 田上支店 普通口座 544321』 名義：
『サッカー中学連盟会計 山之上 進一』
※審判拠出金も同口座に同時に入金すること。
14. 表彰
優勝以下第 3 位までのチームを表彰する。
15. その他
(1)大会要項に規定されていない事項については本協会第 3 種委員会において協議の上決定する。
(2)新規協会加盟チームは，中学 1 年生以下の編成で参加すること。但し，特別な事情等がある場合は，本協会第 3 種
委員長まで連絡し，許可を得ること。
(3)申込規約（同意事項）として「大会の映像・写真・記事・記録等において氏名・年齢・性別・記録・肖像等の個人
情報が新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット・ＤＶＤ・ＣＭ等に報道・掲載・利用されることの承
諾と，その掲載権・使用権は主催者に属することとする。
」を同意したものとする。
同意しない場合は，本協会第 3 種委員長まで連絡すること。
(4)九州リーグ参加チームとチェストリーグ１部参加チームにシード権を与える。
⑸大会の組合せ、審判割等はメールにて送付します。

