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本大会は、中国地域のユース年代において、長期にわたるリーグ戦を通して、選手の育成及び指導者のレベルアップ
を図り、中国地域のサッカーの向上を通して日本サッカーの発展向上に寄与するものとする。
なお、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大状況により、リーグ開催の可否、開催方法、日程・会場等について、
主催者の判断によって変更する場合がある。
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高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2022 中国
（一社）中国サッカー協会
（一財）鳥取県サッカー協会・
（一社）島根県サッカー協会・
（一財）岡山県サッカー協会
（公財）広島県サッカー協会・
（一社）山口県サッカー協会・中国クラブユースサッカー連盟
高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ中国運営委員会
４．後
援
（公財）日本サッカー協会
岡山県 広島県 山口県 鳥取県教育委員会 島根県教育委員会
（公財）鳥取県スポーツ協会 （公財）島根県スポーツ協会 （公財）岡山県スポーツ協会
（公財）岡山県スポーツ協会 （公財）広島県スポーツ協会 （公財）山口県体育協会
５．協
賛
JFA Youth & Development Official Partner
トヨタ自動車株式会社 ニチバン株式会社 株式会社モルテン
６．協
力
株式会社 サンフレッチェ広島 株式会社 ＳＣ鳥取
東洋グリーン株式会社
【予定】
株式会社 ファジアーノ岡山スポーツクラブ
小林物産 株式会社
株式会社 ニシヒロ
株式会社 十和電機
株式会社 レノファ山口
株式会社 フレンドリースポーツ 福山大学
７．期
間
令和４年４月２日から１２月１９日
※詳細については、令和４年２月の運営委員会で決定
８．試合会場
中国各県のローン及び人工芝のグランドを使用する。
９．参加資格
（１）
（公財）日本サッカー協会２種登録及び準加盟登録を完了しているチームとする。
（２）
（公財）日本サッカー協会への個人登録を完了している者とする。
（３）参加資格：本協会により「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 3・4 種年代のみとし、第 2 種およびそれ以上の年
代の選手は適用対象外とする。
10．参加制限
（１）高円宮杯 JFAU-18 サッカープリンスリーグ 2021 中国残留チーム
[ 計 8 チーム ]
（２）高円宮杯 JFAU-18 サッカーリーグ 2021 プリンスリーグ中国プレーオフ勝利チーム
[ 計 2 チーム ]
（３）外国人留学生の参加については、登録は５名まで、常時出場は３名までとする。
11．大会負担金
１チーム １５０，０００円
12．参加申込
（１）所定の用紙（
「チーム選手登録２０２２」
）にて大会申込を大会事務局へ郵送する。
大会事務局 〒733－0841 広島市西区井口明神２丁目 11-1 広島井口高等学校内
上山 圭一 宛
TEL（ 082 ）277 － 1003
（２）申込期日は、令和４年２月１４日（月）必着。
（３）大会負担金は、令和４年３月１６日（水）までに新しい「PL 中国」の口座に振り込みをする。
※新しい口座
【店名】五一八（読み ゴイチハチ） 【店番】５１８
【預金種目】普通預金 【口座番号】５７８２６７６
（４）チーム紹介用紙（大会申込と同じもの）
、プログラム用のチームスタッフ及び選手の個人写真
を２月１４日（月）までに下記宛に送付する。
〒733-0012 広島市西区中広町 3-11-8 E-mail:akira518＠chime.ocn.ne.jp
（有）潮流社
信 廣 宛
TEL ( 082 )232 - 5616
FAX ( 082 )295 - 6252
（５）エントリー変更は、令和４年３月１６日（水）正午必着で５名まで可能とする。
13．代表者会議
新型コロナ感染防止対策として、
「対面会議」は行わないこととし、必要に応じて「WEB 会議」を
行う。
14．表
彰
優勝チームには、優勝杯と賞状（枠込み）を授与する。
準優勝チームには、賞状（枠込み）を授与する。
３位チームには、賞状（枠込み）を授与する。
個人表彰は、最優秀選手（優勝チームから１名）と得点王に記念品を授与する。
チーム表彰として、フェアープレー賞を授与する。

15．競技方法

16．備

考

以上のほか、記念品を授与することができる。
（１）当該年度（公財）日本サッカー協会制定の規則による。
（２）１０チーム２回戦総当たりリーグ（H&A）を行う。
（３）順位の決定は、
『 勝：３ 』
『 分：１ 』
『 負：０ 』とする勝ち点制とする。
但し、勝ち点が同じ場合は下記の通りに順位を決定する。
得失点差・総得点・当該チームの対戦結果・フェアープレーポイント・抽選
（４）①「リーグの成立」については、１回戦総当たりを最低条件として検討、判断する。
リーグが成立しなかった場合、終了した試合の公式記録は有効とし、退場による未消化の出
場停止処分は懲罰規定に則り、消化されなければならない。
②全チームの消化試合数が同じ場合は、リーグ終了時点の勝ち点で決定する。
③リーグ終了までに１試合以上不成立試合（中止）があった場合は、不可抗力とし、試合数を
カウントせず、勝ち点平均（勝ち点率）で決定する。
但し、勝ち点平均が同じ場合は下記の通りに順位を決定する。
当該チームの対戦結果・得失点差率・総得点率・フェアープレーポイント率・抽選
（５）上位２チームは、高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2022 プレーオフに出場する。
下位２チーム９・１０位は各県ユースリーグへ自動降格する。また、高円宮杯 JFAU-18 サッカ
ープリンスリーグ 2022 中国プレーオフを実施し、昇格する２チームを決定する。なお、高円宮
杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2022 中国からの降格数、及びプリンスリーグ中国プレー
オフからの昇格数は、上位リーグからの降格数や上位リーグへの昇格数によって変動する。
（６）①試合時間は、９０分（前後半各４５分）とする。
②「熱中症対策ガイドライン」に基づき、WBGT 数値が条件に達した場合は、飲水タイムまたは
クーリングブレイクのどちらか一方を実施する。
③気象条件によってはクーリングブレイクと飲水タイムの併用も必要に応じて採用することが
出来る。
（７）①試合開始前に大会登録選手（最大限３０名）の中から、２０名登録し最大限５名の交代がで
きる。
②試合前メンバー登録（メンバー表提出）後からキックオフ時刻までの間における選手の変更
は，練習中の負傷または急病等やむを得ない事情があり、かつ、主審の承諾を得た場合に限
り認められる。
㋐先発選手の場合，交代要員（控え選手）を先発選手に変更し，新たな選手を交代要員とし
て補充することができる。当該先発予定選手を交代要員に変更することはできないが、ゴ
ールキーパー（GK）については例外として認める。
㋑交代要員（控え選手）の場合，新たな選手を交代要員として補充することができる。ただ
し、補充する選手は出場チームが参加申込をした 30 名の中からとする。
③後半の交代回数は３回（GK 交代含む）までとする（１回に複数人を交代することは可能）
。
（８）登録選手の変更は、移動間内において手続きが完了した場合のみ認める。
複数チームがリーグ戦に参加している場合、上位リーグでブロックされている選手以外は、必
ず下位リーグにおいて出場可能とする。新１年生の登録は、４月１日（金）までに選手登録変
更を終了すること。ただし、この期限（登録）に間に合わない新１年生がいる場合，次の登録
変更期限までは代替登録を可能とする。ただし，一度代替登録された新１年生は，次の登録変
更期間まで登録変更することはできない。大会参加申込時に参加申込人数が 30 人に満たない
場合は，代替ではなく追加登録することができる。
（９）各大会で退場処分を受け、出場停止が同大会で消化できない場合は、本大会に継続される。
本大会で発生した退場については、本大会で消化する。ただし、本大会で消化できない場合は、
次の公式試合で消化する。
（10）リーグ中警告を３回受けた者は、リーグの次の１試合に出場できない。
（11）リーグにおいて退場を命じられた者は、次のリーグ戦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・裁定委員会で決定する。繰り返した場合、最低２試合に出場できない。
（１）ユニフォームは、必ず正副２着用意する。ただし、審判員が通常着用する黒色と明確に判別し
得るものでなければならない。
（２）選手番号は、服地と明確に判別することができる色のものとし、本協会所定のサイズでなけれ
ばならない。
（３）ユニフォームは、
（公財）日本サッカー協会「 ユニフォーム規定 」によるものを用意すること。
背番号は原則として１～３０とする。
（４）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「ユニフォーム規程」に基づ
き承認された場合のみこれを認める。ただし、
（公財）全国高等学校体育連盟加盟チームは連盟

規程を尊重すること。
（５）参加資格に違反やその他の不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を停止する。
その場合、同チームが関係する全ての試合結果を抹消する。
（６）リーグ途中で参加棄権等があった場合は、同チームが関係する全ての試合結果を抹消する。
なお、そのチームに対する処置は規律委員会で決定する。
（７）参加チームは、各チームにおいて必ず傷害保険等に加入すること。
（８）試合開始７０分前に、メンバー表及び選手証の確認・ユニフォームチェック等の Match
coordination Meeting を、高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ中国運営委員、審判団
の立会いのもと本部で行う。
※試合には必ずメンバー表とともに、選手証（
「KICKOFF」から出力した写真貼付の登録選手一
覧）を提示する。新入生については、登録完了が確認できるものを提示する。
（９）中国サッカー協会新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに沿って開催する。各チーム、
試合会場、大会本部はそれぞれ感染対策責任者を配置する。来場する選手・チーム関係者すべ
て、試合の 2 週間前から検温と体調管理を行い、実施委員会が求めた場合は、管理データ等を
提出すること。
（10）試合は当面「無観客試合」で行う。ただし，当該校の部員は感染防止対策をとった上で観戦可
能とする。
（試合前 30 分入場，試合終了後速やかに退出する）また，応援は拍手のみとする。
（11）今後の感染拡大状況により、競技方法リーグ開催の可否、開催方法、日程・会場、また、競技
方法、観客対応等、変更する場合がある。

高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2022 中国 出場チーム

米子北高等学校
広島県瀬戸内高等学校
ファジアーノ岡山 U-18
岡山県作陽高等学校
岡山学芸館高等学校
立正大学淞南高等学校
就実高等学校
広島県立広島皆実高等学校
サンフレッチェ広島 F.C ユースセカンド
島根県立大社高等学校
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