
趣   旨 リーグ戦を通して２種年代のチーム、選⼿、指導者、審判の育成と強化を図る。
１． 名   称
２． 主   催 公益社団法⼈ 滋賀県サッカー協会
３． 主   管 滋賀県⾼体連サッカー専⾨部・（公社）滋賀県サッカー協会２種委員会
４． 後   援 滋賀県教育委員会 甲賀市教育委員会（予定）
５． 位 置 付

６． 期   ⽇ ＜１部＞ ＜２部＞ ＜３部＞
(基準⽇） １節 2/11(⽊) 3/14(⽇) 3/14(⽇)

２節 2/14(⽇) 3/21(⽇) 3/21(⽇) ７．会  場
３節 3/14(⽇) 4/４(⽇) 4/４(⽇)
４節 3/21(⽇) 4/10(⼟) 4/10(⼟)
５節 4/４(⽇) 4/18(⽇) 4/18(⽇)
６節 4/10(⼟) 4/24(⼟) 4/24(⼟) ８．試合開始時刻(基準）
７節 4/18(⽇) 4/29(⽊) 4/29(⽊)
８節 4/24(⼟) 6/12(⼟) ５/１(⼟)
９節 4/29(⽊) 7/10(⼟) 6/12(⼟)

１０節 6/12(⼟) 7/17(⼟) 7/10(⼟)
１１節 7/10(⼟) ８/28(⼟) 7/17(⼟) ２試合
１２節 7/17(⼟) 9/４(⼟) 7/22(⽕) ①10:00 ②12:00
１３節 ８/28(⼟) 9/12(⽇) ８/28(⼟) ３試合
１４節 9/４(⼟) 9/18(⼟) 9/４(⼟) ①10:00 ②12:00 ③14:00
１５節 9/12(⽇) 9/25(⼟) 9/12(⽇) ４試合
１６節 9/18(⼟) 9/18(⼟) ①9:30 ②11:10 ③12:50 ④14:30
１７節 9/25(⼟) 9/25(⼟)
１８節 10/２(⼟) 10/２(⼟)

○

９． 参加資格および条件
・

・

・
・
・

・

合同チームでの参加（選⼿数,チーム数の制限なし）は３部リーグのみとし、昇格することはできない。
後期からの新規参⼊チームは３部下位リーグに出場が可能であるが、昇格することはできない。

公益財団法⼈⽇本サッカー協会に２種登録した加盟チームと個⼈登録選⼿であり、リーグ戦参加の意思
を持ち⾃主運営できるチームであること。出場選⼿の年齢は19歳以下（第2･3種年代）で、同⼀学年で
の出場は1回のみとする。（⾼体連規定と同じ）
複数チームの参加については、各カテゴリーに１チームは参加可能である。ただし、3部後期について
は例外とし、運営（審判・会場）可能なチームに限る。

⾼円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ２０２１滋賀 実施要項

⾼円宮杯JFA U-18サッカリーグ2021滋賀

帯同審判と会場係・運営委員の配置、試合会場を確保できること。複数チームはそれぞれに審判員と運
営委員を配置し、複数チームにわたり兼ねられない。ユース審判員がいない場合は、チームごとに２名
以上の審判登録が必要。

参加チームのグラウンド、⼜は
参加チームの確保したグラウンド

グラウンド使⽤の条件等もあるので，
開始時間については各リーグで独⾃に
設定できる

試合は基準⽇の前後（⼟⽇）でおこなうものとする。 

主審は、有資格の顧問・外部コーチまたはユース審判3級（審判委員会の認定者）とする。副審は、
ユース審判員も可能とする。

昨年度の⾼円宮杯JFA U-18サッカーリーグの編成で実施する。
１部優勝チームは関⻄プリンスリーグ出場権をかけたプレーオフへの出場権を得る。

※プリンスプレーオフ 11⽉22⽇(⽉)

予備⽇
６⽉６⽇(⽇)        
6⽉26⽇(⼟)
7⽉3⽇(⼟)
７月19日(土）
(1部,2部のみ)
８⽉22⽇(⽇)
９⽉23⽇(⽊)
10⽉2⽇(⼟)
10⽉９⽇(⼟)



10．参加申し込み

11．リーグ実⾏委員

12．競技⽅法および⼤会規定
（１）

・

・
・

・

・

・

・ 新１年⽣の出場は⼊学式以降とし、Ⅰ期については、メンバー⽤紙に⼿書きで追加記⼊する。クラブ申
請を承認されたチームまたは中⾼⼀貫校は所属⻑の許可があれば下記の(10)の⼈数内で出場は可とす
る。

複数エントリーチームには移動期間を設け､チーム間の選⼿移動を認める。A(Ｂ)チーム14名を新しく選
出してエントリーし、その他の選⼿をB、Cチームにエントリーすること。移動⼈数は問わない。エン
トリー・移動期間は
  【Ⅰ期】 1部：1⽉12⽇(⽕)〜1⽉26⽇(⽕)  2部、3部：2⽉17⽇(⽔)〜3⽉3⽇(⽔)
  【Ⅱ期】 5⽉24⽇(⽉)〜6⽉2⽇(⽔)  ※春季総体ベスト４のチームは相談による
  【Ⅲ期】 8⽉4⽇(⽔）〜8⽉18⽇(⽔)
複数エントリーチームは移動の有無にかかわらず、期⽇までに所定のメンバー⽤紙をリーグ実⾏委員会
事務局にメールで提出する。２種委員会の押印のあるメンバー表を使⽤すること。なお、３部後期リー
グから出場する複数チームの選⼿エントリーは6⽉2⽇(⽔)までに規定に従ってメンバー⽤紙を提出する
こと。

１部は10チーム(２回戦制)、２部は16チーム(１ブロック、１回戦制)、３部は４ブロックで前期（1回
戦制）の結果により後期（1回戦制）は上位・下位リーグを編成しておこなう。

複数のチームをエントリーする場合は、Ｂ(C)チームは３部リーグからスタートし、Ａ(B)チーム所属の
直下のリーグまで昇格できる。Ａ(B)チームが上位リーグから降格した場合、Ｂ(C)チームは順位を問わ
ず⾃動的に下位リーグに降格する。

プリンスリーグ降格チームは次年度１部に、新規参⼊チームは３部よりスタートする。

昇降格規定
⾃動昇格チーム数を2部上位3チーム（1部昇格）、3部上位4チーム（2部昇格）としてそれ以上の昇格
は認めず、リーグチーム数（1部10チーム、2部16チーム）に変動が⽣じた場合は降格チーム数で調整
する。1部1位、２位チームはプリンス参⼊戦（プレーオフ）への出場権を獲得し、勝利することでプリ
ンス昇格権を得る。降格チームは⾃動降格のＢチームが優先され、残りは下位チームから順次降格とな
る。

2020年12⽉18⽇(⾦)までにリーグ実⾏委員会事務局（⽔⼝東⾼校･永江）に申し込み⽤紙（要校⻑印）
を郵送する。組合せ抽選は、リーグ実⾏委員会で⾏う。３部の後期参加の申し込みは、新年度の顧問会
議で提出する。

Ａ(Ｂ)チーム14名のプロテクト選⼿以外の選⼿は、Ａ(Ｂ)チームに出場してもＢ(Ｃ)チームに随時出場
は可能である。

渋江享⼀(⽐叡⼭)、永江淳⼀（⽔⼝東）、⼤橋祐也（草津東）、前⽥ 健（⽶原）、渡邊 剛(伊吹）、
吉原 翔(北⼤津)、奥村英之（守⼭北）

複数エントリーチームはAチーム14名（FP13名、GK１名）のプロテクト選⼿を選出する。Aチーム14
名のプロテクト選⼿以外の選⼿はBもしくはCチームに必ずエントリーすることでＡチームの試合への
出場が可能となる。３チームエントリーの場合はＢチームも14名のプロテクト選⼿を選出する。プリン
スリーグに所属するＡチームのプロテクト選⼿は、プリンスリーグの規定に準じること。
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13．注意事項
（１）

（２）

（３）
（４）

試合には統⼀された正・副２組のユニフォーム（ユニフォーム規定遵守）を必ず持参すること。また、
審判員は審判着を着⽤すること。

各リーグ（ブロック）において、フェアプレー賞を設ける。規律委員会、審判委員会による規定に基づ
き受賞チームが決定される。
【フェアプレーポイント（FPP）】
毎試合各チーム５ポイントを加算し、以下のように減点していく
◉警告(−１点))  ◉２度⽬の警告で退場(−３点) ◉⼀発退場(−４点)  ◉警告後の⼀発退場(−５点)

本リーグ戦において退場、退席を命じられた選⼿役員等は､退場が命じられた次の同リーグ戦の１試合
の出場を停⽌し､それ以降の処置については２種規律委員会で決定する。出場停⽌を受けた場合、
フィールド、ベンチ、ロッカールーム等の区域に⽴ち⼊ることを禁⽌する。観客席で観戦することは認
められているが、他の選⼿への指⽰は禁⽌する。

主審の判断で飲⽔タイムを設ける等、選⼿の健康管理に⼗分注意すること｡
試合において提出する⽤紙は所定の⽤紙を使⽤すること。(鉛筆書き不可)

本リーグ戦において累積された警告が３回（3部後期のみの出場チームでは２回）となった選⼿は､警告
が累積された同リーグ戦の次の１試合に出場できない｡なお、本リーグ戦における警告は、移動した
リーグ、プリンスプレーオフ・リーグ順位決定戦に持ち越さない。ただし、本リーグ戦における出場停
⽌処分が未消化の場合は、順位決定戦（ある場合）に持ち越され適⽤する。また、退場（⼀発レッド
カード）による出場停⽌処分が未消化のままリーグ戦を終了した場合は直近の公式戦に持ち越して出場
停⽌とする。

１部リーグは試合開始の70分前（2試合⽬以降は前の試合のハーフタイム時）にチーム代表者(各1名)と
主審で試合についての申し合わせを⾏う。申し合わせ時に①ユニフォームの決定、②飲⽔タイムの取り
⽅、③出場停⽌選⼿の有無、④交代⼈数などを確認する。

ベンチ⼊りはチームスタッフ６名と交代９名の計15名までとする。

試合開始30分前までに、メンバー表に交代要員（最⼤９名まで）を含む必要事項を記⼊して、本部およ
び相⼿チームに提出しなければならない。また、本部に電⼦登録証などを提⽰して本⼈確認を⾏う。
（登録選⼿情報⼀覧に、メンバー表に記載した選⼿をマーカー等で印を付けて、または追加登録連絡票
のコピーを提出すること。）

クラブ申請を承認されたチームの出場選⼿について、試合当⽇のエントリーは2種選⼿7名以上、3種選
⼿5名以下とし、出場は2種選⼿7名以上、3種選⼿の同時出場は4名までとする。

選⼿の交代は、競技前に登録した最⼤９名の交代要員の中から、最⼤６名までの交代が認められる。

その他は「（公財）⽇本サッカー協会規則」による。

各リーグの責任者（３部は各ブロックの責任者）を決定し、運営はそれぞれのリーグごとで⾏う。リー
グ責任者はそれぞれの委員の役割（審判、運営委員、会場）を円滑に⾏えるように調整する。警告・退
場選⼿の把握も⾏う。参加チームは会場、審判、運営等の与えられた役割は必ず果たさなければならな
い。リーグ責任者からの連絡確認を確実にすること。

リーグ戦の順位は、①勝点、②得失点差、③総得点、④当該チーム間の勝敗、⑤フェアプレーポイント
で決定する。勝点は、勝ち３点、引き分け１点、負け０点とする。

試合時間は１部は90分(45-15-45)、２部と３部は80分(40-10-40)とする。
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※

Eメール送付先 滋賀県サッカー協会 shigafa@oregano.ocn.ne.jp

総務委員⻑(瀬⽥⼯業⾼校・今井） imai-tadashi-1460@pref-shiga.ed.jp
（エントリー提出先）

⼤会試合球はリーグ責任者を通じて各チームに分配する。

その他、エントリー・出場違反があった場合や本⼤会実施要項に記載されていない事項等、不測の事項
については，リーグ実⾏委員会において協議のうえ決定する。

③ ベンチ内では選⼿、スタッフともにマスクを着⽤する。ただし、テクニカルエリアで指⽰をする際
  は外してもよい。
④ ボトルの共有は禁⽌。飲⽔タイム、ＣＢの取り⽅や回数を試合前に確認し、暑熱対策をとる。
⑤ 試合前後の握⼿、セレモニーは⾏わない。

新型感染症対策が必要な期間については各チームで以下のことに注意し、感染予防に努める。
① 選⼿、スタッフともに毎⽇の健康観察を徹底する。状況によっては２週間分の健康観察表を確認す
  ることもある。

審判は試合⽇の試合終了後、退場者が出た場合のみハンドブックの「審判報告書」を下記の２カ所まで
FAXで送付すること。
  規律・ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ委員⻑：⼭本  聡（⽟川⾼校）    FAX：077-562-6040
  審判委員⻑       ：⽥中  仁嗣（⻑浜北⾼校）  FAX：0749-65-1341

② 試合当⽇、チーム全員の健康観察や検温記録などの対策ができている場合に試合の参加を認める。
  結果報告⽤紙の署名欄に各校代表者が署名する。

リーグ実⾏委員会事務局 （⽔⼝東⾼校 永江） nagae-junichi-9888@pref-shiga.ed

各リーグの結果についてはホームページで確認してください。また、秋季総体のプログラムやハンド
ブックに掲載するため、各リーグ責任者は星取表の電⼦データを総務委員⻑にメールして下さい。

雷⾬等の荒天で試合続⾏が不可能な場合、原則再試合とするが、残り時間の消化で試合を成⽴させるこ
ともある。中断の時点で後半の３分の２を経過している場合は試合成⽴とし、再試合は⾏わない。

⽌むを得ず試合を棄権する場合は、事前に２種委員⻑に連絡し、所属⻑名(チーム代表者名）で（公
社）滋賀県サッカー協会⻑宛で棄権事由書を提出しなければならない。棄権が決まった時点で速やかに
リーグ責任者と相⼿チーム、審判に必ず連絡すること。棄権のあった試合は０−５として扱い、状況に
応じてリーグ実⾏委員会で協議する。

各リーグ責任者は警告の累積や退場について、各チームに連絡する。出場停⽌選⼿の管理等は各チーム
の責任とする。

⑥ ベンチ⼊りメンバー以外は各会場所定の場所で観戦する。観戦時は⼈との距離を取り、声を出す応
  援、接触の機会がある応援は禁⽌する。拍⼿、⼿拍⼦の応援のみ可とする。
⑦ チーム内に感染者または濃厚接触者が発⽣した場合、当該選⼿・スタッフの出場は認めない。
  また、学校がそれに伴う臨時休業中の場合や活動許可がおりない場合、当該チームの試合は延期す
  るものとし、その他の試合については状況に応じて対応する。

会場（競技場、控室、その他）の使⽤、後始末は各チームで責任を持ち、会場等に迷惑をかけないよう
にすること。また、割り当てられた役割は責任を持ってその任を果たすこと。都合の悪い場合には、必
ずリーグ責任者へ連絡して調整すること。

会場担当者は試合⽇の全⽇程終了後、試合結果報告書で試合結果を各リーグ責任者までFAXまたはメー
ル等で報告すること。リーグ責任者は、電⼦データを県協会へメールで送付する。(所定の様式)

運営委員は試合運営・(第4審として)アディショナルタイムの確認伝達などの連携や選⼿交代(メンバー
表で確認)・(記録係として)結果報告書のスコアや警告退場の記⼊・補助員の⼿配などを⾏うこと。メン
バー表は全て回収し、リーグ責任者が保管すること。

各チームの指導者は、選⼿の染髪、ピアス等の指導を徹底すること。


