第５１回 中国中学校サッカー選手権大会要項
１ 目

的

本大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広くサッカー実践の機会を与え、技能の向上とアマ
チュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学校生徒を育成するとともに、中学校生徒の
相互の親睦をはかるものである。

２ 主

催

中国中学校体育連盟

３ 主

管

広島県中学校体育連盟

広島県教育委員会

(一社)中国サッカー協会

広島市中学校体育連盟

芸北・備北地区中学校体育連盟

（公財）広島県サッカー協会
４ 後

援

広島市教育委員会 北広島町教育委員会 安芸高田市教育委員会 庄原市教育委員会 広島県公立中学
校長会

広島県ＰＴＡ連合会 （公財）広島県体育協会 （公財）久保スポーツ振興基金 中国新聞

社
５ 会

期

令和元年８月１日（木）～令和元年８月３日（土）

６ 日

程

開会式 令和元年８月１日（木）１６：３０～ 広島県立総合体育館 ミーティングルーム 第一剣道場
競 技

８月２日（金） ９：３０～ 千代田運動公園
吉田サッカー公園
コカ・コーラボトラーズジャパン広島総合グランド
広島山陽学園山陽高等学校
８月３日（土） ９：３０～ 千代田運動公園
吉田サッカー公園

閉会式
７ 会

場

８月３日（土）決勝戦終了後 千代田運動公園

開会式 広島県立総合体育館 ミーティングルーム 武道場 第一剣道場（１日）
〒730-0011 広島市中区基町 4-1

TEL 082-228-1111

競 技 千代田運動公園（２・３日）
〒731-1515 広島県山県郡北広島町壬生字西谷 500 TEL 0826-72-8822
吉田サッカー公園（２・３日）
〒731-0543 広島県安芸高田市吉田町西浦 187-1

TEL 0826-42-1600

コカ・コーラボトラーズジャパン広島総合グランド（２日）
〒733-3167 広島市西区観音新町二丁目 11-124

TEL 082-231-3077

広島山陽学園山陽高等学校（２日）
〒733-8551 広島県広島市西区観音新町 4 丁目 12-5 TEL 082-232-9156

８ 参加資格

（１）参加者は各県中学校体育連盟加盟の学校に在籍し、学校教育法第１条にもとづく当該中学校生徒で
あること。
（２）年齢は、平成１６年４月２日以降に生まれた者に限る。
（３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、その年度の６月３０日までに、各県中学校体育連盟を通
して（公財）日本中学校体育連盟に申し出ること。
（４）学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各県中学校体育連盟の予選会に参加を
認められた生徒であること。
参加資格を得た各種学校は別に定める条件を具備すること。
詳細は、
「令和元年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」を参照のこと。
（５）各県中学校体育連盟主催の競技大会において、中国大会の参加資格を得たチームとする。
（６）チームの編成は一校単位で組織されたものを原則とするが、
「中国中学校選手権大会合同チーム参加
規程」に基づき、合同チームでの参加も可能とする。
（７）夏季大会に限り、同一年度内の参加は全種目を通じて一人一回とする。
（８）参加生徒の引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員※１に限る。なお、部活動指導員は、
他校の引率者及び依頼監督にはなれない。
（※１→ここでいう部活動指導員は、学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者）
（９）ベンチ入りをするコーチは、１校・１チーム１名とし、他校のコーチを兼務することは認められな
い。また、他中学校の校長・教職員にはその資格がない。
（10）コーチが外部指導者の場合、ベンチ入りに関しては所定の様式で報告書を提出すること。
（11）本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）
、トレーナー
等は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処
分を受けていない者であることとしている。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお
外部の指導者は校長から暴力等に対する指導処置を受けていないこととする。
（12）個人情報の取り扱い（利用目的）
大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、中国中学校体育連盟個人情報方針・規程に
基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。取得した個人情報は、競技大会の資格審査・競
技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表（記録集）等、その
他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。

９ 大会負担金 （１）登録選手一人につき、２，０００円とする。
（２）納入方法は、各県中体連事務局の指示による。
（３）参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、負担金の返金は行わない。
10 参加制限

（１）各県代表２チーム。ただし、開催県は４チームの計１２チームとする。
（２）１チームは、監督・引率・コーチ各１名、選手１８名以内の計２１名以内とする。
（３）参加者は、令和元年度中国中学校選手権大会（夏季大会）の他の種目と兼ねて出場することはでき
ない。

11 競技規則

（１）
（公財）日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則 2018/2019」による。その他は大会規定による。
（２）交代は競技開始前に登録した選手の中で自由な交代が認められ、一度退いた競技者も再び出場でき
る。但し、交代の手続は従来通りサッカー競技規則第３条に則って行う。

（３）試合球は５号球とし、競技規則第２条に適合するものとする。
（４）本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場することができない。本大会期間中に、
警告を２回受けた選手は次の１試合に出場することができない。
（５）退場者が出た場合、規律委員会を開催して、不正行為の内容を確認の上、上記以外の罰則について
審議する。規律委員会のメンバーは大会長、競技委員長、審判長、マッチコミッショナーとする。
※ブロック大会における退場による出場停止処分の未消化分に関しては、全国大会でも適用される。
12 競技方法

（１）全試合トーナメント方式で行う。各県１位はシードとするが、各県１位が２チーム入るところは抽
選を行う。開催地の１位は、開催地の準備した指定の会場とする。
（２）試合時間は、６０分（３０分ハーフ）とし、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）は１０分間とする。勝敗が決しない場合は、１０分（５分ハーフ）の延長戦を行う。なお決し
ない場合にはＰＫ方式により、上位戦への進出チームを決定する。
（３）暑熱対策のため、飲水タイムを設ける。競技者が競技時間内に摂取できる飲料は水のみとする。ま
た、大会本部が判断し、Cooling Break を採用することがある。

13 表

彰

（１）１～３位までの学校及び登録選手に中国中学校体育連盟より賞状を授与する。
（２）優勝校には優勝杯を授与する。前年度優勝校に対しては、優勝杯返還時にレプリカを贈呈する。

14 参加申込

（１）申込先・期 限
別紙申込書に必要事項を記入の上、１部制作し下記宛てに申し込むこと。
プログラム作成上、代表権を得たチームは、速やかに事前申込みをすること。
申込書の『位置』の欄には、ＧＫ、ＤＦ、ＭＦ、ＦＷを記入すること。
① 事前申込み（メール送信）

令和元年７月２３日（火）
Ｅ－ｍａｉｌ otakejhs@fch.ne.jp

② 正式申込み（校長印を押印したもの）
〒739-0614

令和元年７月２４日（水）必着

広島県大竹市白石一丁目 8－1
広島県大竹市立大竹中学校

宮本 昌範 宛

ＴＥＬ 0827-52-5177 ＦＡＸ 0827-52-5178
（２）大会負担金 各県の中体連本部に事前に納付する。
（３）選手変更

選手の登録変更は３名以内とし、所定の用紙（選手変更届）に必要事項を記入し、校
長印を押印の上、本票とコピー２５部を監督会議において提出すること。
（監督・コーチ・引率教員の変更も同様とする。
）

15 組 合 せ

令和元年８月１日（木）の監督会議で抽選し決定する。

16 会

議

（１）専門委員長会議
日時 令和元年８月１日（木）１３時より
場所 広島県立総合体育館 本館 1 階ミーティングルーム
〒730-0011 広島市中区基町 4-1

TEL 082-228-1111

（２）監督会議
日時 令和元年８月１日（木）１５時より
場所 広島県立総合体育館 本館 1 階ミーティングルーム
〒730-0011 広島市中区基町 4-1
17 宿

泊

TEL 082-228-1111

大会出場者（登録選手及び引率者）は、必ず大会実行委員会を通じて宿泊申込みを行うこと。大会中の
連絡等については宿舎を通じて行い、宿泊しないところについては学校に連絡する。詳細は、別紙宿泊要
項参照のこと。

18 そ の 他

（１）この大会は全国大会の予選を兼ねているので、上位２チームは全国大会の出場権を獲得する。
（２）中国大会開催期間は２日間以内となっているが、台風などで競技が実施不可能な場合は、順延し競
技方法を変更することがある。
（３）大会前日の練習会場の割当て及び時間は、別途計画し連絡する。
（４）競技中の疾病、傷害については応急処置とする。
（５）ユニフォームについては、次のようにする。
① ユニフォームは、参加申込書に記入したもの。参加申込書送付以降の変更は認めない。なお、背
番号の変更も認めない。
② ユニフォーム（シャツ、ショーツ、ソックス）は、正のほかに、副として異なる色のユニフォー
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。
（注 シャツ、ショーツ、ソックスすべて、２種類の色を用意し、フィールドプレーヤー、ゴール
キーパーの色はすべて異なること）
③ 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。
ショーツ、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。
④ シャツの前面・背面に参加申込書に登録された選手番号を付けること。ショーツの番号について
は、付けることが望ましい。なお、１番から９９番までとする。
（副のユニフォームについても同様である。
）
大きさはシャツの背面で高さ２５ｃｍ程度、全面で高さ１０ｃｍ程度、ショーツに付ける場合は
高さ８ｃｍ程度とし、それぞれの横はこれに比例して適当な大きさとし、番号は見やすいものと
する。なお、シャツが縞（縦縞も横縞も）の場合は、台地（縦３０ｃｍ×横３０ｃｍ位）に背番
号を付ける等、分かり易くすること。
⑤ 上記の事柄が守れない場合は、試合に出場することができないこともある。
⑥ その他の事項については（公財）日本サッカー協会ユニフォーム規定に則る。
（６）今大会参加チームは全国大会参加資格を得た場合に備え、下記の書類を中国大会監督会議に持参する
こと。
全国大会の参加申込書、チーム写真１枚（鮮明なもの）
、チーム紹介、及びコーチが当該教員以外の

外部コーチの場合は、所定の外部コーチのベンチ入り届に写真２枚（上半身：３０ｍｍ×２４ｍｍ）を
持参すること。
（７）万が一、大会が会期・予備日内に全く開催できない場合は、別日程は設けず中止とする。その場合、
全国大会出場校は各県の１、２位校による抽選により決定する。
抽選者は①監督②各県専門委員長とする。
（詳細は、
「令和元年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」による）
（８）万が一、大会が中止となった場合は、大会負担金は返金する。ただし、全額返金できない場合がある。
（詳細は、
「令和元年度 中国中学校体育連盟 役員理事名簿 規約・諸規程」による）
19 連 絡 先 （１）大会開催前
〒739-0614

広島県大竹市白石一丁目 8-1
広島県大竹市立大竹中学校

（２）大会期間中

宮本 昌範 宛

TEL 0827-52-5177

FAX 0827-52-5178

広島県大竹市立大竹中学校

宮本 昌範

千代田運動公園

TEL 0826-42-1600

