
HOKUSHINETSU CLUB YUOTH FEDERATION 

第 28 回 北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 
兼 第 31 回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会 

大 会 要 項 
 

1．主 旨  北信越サッカー協会及び北信越クラブユースサッカー連盟は日本の将来を担うユース

年代選手のサッカー技術の向上と健全な心身の育成を図ると共に、クラブチームの普及

と発展を目的とし、連盟第 3 種登録チームの全てが参加できる大会として実施する。 

2．名 称  第 28 回 北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

 兼 第 31 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会 

3．主 催  一般社団法人北信越サッカー協会、北信越クラブユースサッカー連盟 

4．主 管  一般社団法人長野県サッカー協会、長野県クラブユースサッカー連盟 

5．協 賛  株式会社 モルテン 

6．期 日  2016 年 7 月 9 日(土)予選ラウンド 1 回戦 

10 日(日)予選ラウンド 2 回戦 

16 日(土)準決勝 

17 日(日)決勝・第 3 位決定戦 

7．会 場  千曲川リバーフロントスポーツガーデン、松本市かりがねサッカー場、松本広域公園芝

生グラウンド、大町市運動公園 サッカー場、大町市運動公園陸上競技場 

9．出場チーム 北信越地域の代表 16 チーム 

長野県（3） 新潟県（4） 富山県（4） 石川県（3） 福井県（2） 

10．出場資格 公益財団法人日本サッカー協会第 3 種登録しなお且つ日本クラブユースサッカー連盟に

2016 年 5 月 13 日までに加盟登録したチームであること。 

1）出場選手は他のクラブチーム及び中学校サッカー部などに二重登録されていないこ

と。 

2）2001(平成 13)年 4 月 2 日以降の出生者を対象とする。 

3）出場チームの選手は、日本サッカー協会第 3 種加盟登録選手であり、なお且つ 2001

年 4 月 2 日から 2004 年 4 月 1 日までの出生者を対象とする。 

4）出場チームの同一下部組織第 4 種(日本サッカー協会クラブ申請済みクラブ)登録選手

に限り、種別変更（移籍）せず第 4 種登録選手のままの出場を認める。また、同じク

ラブ内の同じ年代の女子登録している選手も移籍を行うことなく出場することを認

める 

5）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・大会申込書を印刷したもの、またスマートフォンや PC 等の画面に表示した
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ものを示す 

6）予選から本大会に至るまでに、一つのチームで大会メンバー登録した選手は、異な

るチームへ移籍後再び大会メンバー登録することはできない。なお都道府県内の大会

で予選名が付されていない場合であっても、その大会が実質的に予選を兼ねている場

合は、その大会は予選と同じ扱いとなり上記を適用する。 

11．参加費  1 チーム 50,000 円を 7 月 1 日(金)までに下記口座へ振り込むこと。 

 なお、大会パンフレット代金も併せて振込をお願い致します。 

振込先  ゆうちょ銀行 三三八支店 普通 １５３３５６２ 

 北信越クラブユースサッカー連盟（ホクシンエツクラブユースサッカーレンメイ） 

※必ず所定の振込確認書に必要事項を入力の上、振込後、下記アドレスへ送信のこと 

会計担当 岡本英憲 okamoto.jcy.fukui@gmail.com 

事務局  飯塚正明 miiduka@hse-cy.jp 

12. 表 彰  優勝、準優勝、第 3 位チームに北信越サッカー協会より賞状を授与する。また、北信越

クラブユースサッカー連盟より優勝チームに優勝カップを準優勝、第 3 位チームには楯

をそれぞれ、授与する。なお、次回までこれを保管せしめる。 

13．本大会への出場権 

優勝、準優勝、第 3 位、第 4 位チームに第 31 回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)

大会、第 5 位～第 8 位チームに 2016 年インターシティカップ WEST(U-15)への出場権

を与える。なお、当該チームが出場資格を満たしていない場合は、次順位のチームを繰

り上げて出場権を与える。 

14．書類提出 

1）チーム登録表、選手登録表、アンケート等の提出物は、6 月 24 日(金)13 時までに下

記事務局宛に提出のこと。 

2）締切後の選手の追加及び変更については大会初日の 3 日前(7 月 6 日(水)15 時)までと

する。ただし、追加・変更できる選手は大会初日の 3 日前(7 月 6 日(水)15 時)までに

チーム登録承認済みの選手とし、所定の追加・変更書式に必要事項を入力し事務局宛

に提出のこと。なお、背番号のみの変更は認めない。  

大会事務局 

〒945-0832 新潟県柏崎市関町 14－3 

北信越クラブユースサッカー連盟 事務局 飯塚正明 

Email miiduka@hse-cy.jp 

携帯番号 090-7710-6034 
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第 28 回 北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 

大 会 規 定 
■ 競 技 方 法 

（1）16 チームによるトーナメント法式とする。 

（2）ルールは日本サッカー協会発行「サッカー競技規則「2015/2016」による。ただし、JFA 発「2016/2017

年競技規則の改正および国際サッカー評議会によるその他の重要な決定」については、本大会では

適用しないこととする。 

（3）試合時間は 80 分とし（ハーフタイムは 10 分）とし、競技時間内に勝敗の決らない場合は 5 分

間の休憩後 20 分の延長戦を行い、なお決らない場合はペナルティキック方式により勝敗を決定

する。 

（4）警告･退場 

イ）大会期間中、警告の累積が 2 枚になった選手は次の 1 試合に出場できない。退場を命ぜられ

た選手は、次の 1 試合に出場できない。 

ロ）その後の処置については、大会規律・フェアプレー委員会にて決定する。 

（5）選手及びチームスタッフの登録 

イ）選手 25 名以内（試合毎にベンチ入りできる選手は 23 名以内）、スタッフ 7 名以内（試合毎にベ

ンチ入りできるスタッフは 5 名以内）とする。 

ロ）大会期間中における登録変更等は背番号のみの変更も含め全て認めない。ただし、記載ミスに

よる修正はこの限りではない。 

（6）マッチミーティングを試合開始 70 分前に行う。 

イ）メンバー表提出用紙に先発選手欄に○印、交代選手に△印、出場しない選手は取消線で消去す

ること。スタッフについても当日ベンチ入りするスタッフに○印、ベンチに入らないスタッフ

に×印を入れ、A4 版で 4 部提出のこと。 

ロ）主審のユニフォームチェックを行うので FP/GK それぞれ正/副各 1 着を持参のこと。 

ハ）選手証チェックを行うので持参のこと。選手証がない、選手証に写真が張ってないなどの不備

がある場合は当該選手の出場を認めない場合がある。ただし、選手証の発行が間に合わない選

手については、日本サッカー協会 Kick Off 選手登録情報（承認済み）を印刷した上で本人の写

真を貼り付けて代用することができる。また、電子選手証（写真の登録されたもの）が確認で

きる場合は出場を認める。 

※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・大会

申込書を印刷したもの、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。 

（7）選手交代 

イ）交代選手最大 12 名の内 5 名までの交代を認める。ただし、再入場はできない。 

ロ）メンバー表提出後、試合開始時間までの間にケガなど特別な理由により先発登録された選手が

当該試合に出場することができないと当該試合競技責任者が判断した場合のみ先発選手の変更
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を認める。なお、この場合の処置は選手交代にあたらない。また、当該選手はその試合に交代

選手としてベンチに入ることを認める。ただし、この措置は本大会のみとする。それから、当

該選手をその試合においてベンチ入りから外す場合は、次の選手を補充することができる。 

（8）選手確認と用具チェック 

イ）先発選手は選手証を持って競技役員からチェックを受ける。 

ロ）先発選手の用具のチェックは審判員が行う。 

（9）ユニフォーム 

イ）ユニフォームの色はエントリー表提出時に記載されたものとし、以後の変更は認めない。 

ロ）ユニフォームは正/副の両方（FP･GK とも）を会場に持参すること。 

ハ） ユニフォームの前面・背面には大会エントリー時に登録された選手固有の番号を付けること

（GK 含む）。 

ニ）アンダーウェア-がユニフォームの袖からでる場合は、ユニフォームの袖の主たる色と同じでな

ければならない。また、スパッツについてもパンツと同色のものを使用すること。 

ホ）ユニフォームに表示する広告は日本サッカー協会《ユニフォーム規定》による。 

ヘ）審判員と同色または類似した色のユニフォームを使用することはできない。 

ト）その他詳細は、日本サッカー協会《ユニフォーム規定》による。 

（10）試合球 モルテン 5 号球を使用する。 

（11）雷・荒天・地震・不可抗力による中断・中止について 

イ）前半が終了している場合は、その試合を成立させる。 

ロ）後半開始後に中断の事象が生じた場合は、その時点での試合を成立させる。 

ハ）試合が中断し成立の条件であった場合で同点の時は抽選とする。 

ニ）試合が成立しない場合は再試合を検討するが、その後の措置は主催者に一任とする。 

（12）その他 

イ）熱中症に対する対策として日本サッカー協会のガイドラインと照らし合わせながらできうる限

りの対策を講じる。 

ロ）会場使用規定を厳守すること。 

ハ）アップ会場については本部の指示に従うこと。また、アップシューズは必ず持参すること。 

ニ）チームベンチは、会場本部からグラウンドに向かって左側ベンチを競技日程表左側に記載され

ているチームとし、対戦チームを右側とする。 

ホ）登録選手及びチームスタッフは、必ず全員が傷害保険に加入していること。 

ヘ）試合会場での応急処置は主催者側で可能な限り対応するが、それ以降はチームで処置をするこ

と。 

ト）参加資格の違反、不都合な行為があった場合の処置については、大会規律・フェアプレー委員

会にて決定する。 

チ）エントリー表に錯誤があった場合には速やかに事務局まで連絡を行い指示に従うこと。 

リ）宿泊や弁当が必要な場合は参加チームで手配をすること。 

ヌ）書類提出期限を厳守すること。 
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ル）添付資料、日本サッカー協会《熱中症対策ガイドライン》 

（13）大会関係 

イ）大会実施委員長 中島一雄 （長野県クラブユースサッカー連盟 理事長） 

ロ）大会本部  

ハ）懇親会 7 月 16 日(土)に予定しております。なお、詳細については後日、ご案内いたします。 

  

大会事務局 

〒945-0832 新潟県柏崎市関町 14－3 

北信越クラブユースサッカー連盟 事務局 飯塚正明 

Email miiduka@hse-cy.jp 

携帯番号 090-7710-6034 
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組合せ・日程 

1．期 日  2016 年 7 月 9 日(土)・10 日(日)･16 日(土)･17 日(日) 

2．会 場  7 月 9 日(土)・10 日(日) 
  ■千曲川リバーフロントスポーツガーデン（天然芝 2 面） 
          〒381-0021 長野県長野市屋島四ツ屋前 3300 

          TEL 026-259-5588 
  ■松本市かりがねサッカー場（人工芝 1 面） 

 〒390-0305 長野県松本市大字惣社 325 番地 

 TEL 0263-32-3230 
 ■松本広域公園芝生グラウンド（天然芝 1 面） 
  〒390-1243 長野県松本市神林 5300 

  TEL 0263-57-2211  FAX 0263-57-0444 
7 月 16 日(土) 

   ■大町市運動公園 サッカー場（天然芝 1 面） 
   長野県大町市常盤 5638-44  

   TEL 0261-22-8855  FAX 0261-22-8108  
  ■大町市運動公園陸上競技場（天然芝 1 面） 
    長野県大町市常盤 5638-44  

TEL 0261-22-8855  FAX 0261-22-8108 
7 月 17 日(日) 

■大町市運動公園 サッカー場（天然芝 1 面） 
 長野県大町市常盤 5638-44 

 TEL 0261-22-8855  FAX 0261-22-8108 
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3．日 程 

 

  

■7⽉9⽇(⼟)　千曲川リバーフロントB（天然芝）
　第①試合 11:00 SQUARE富⼭FC U-15 vs AC⻑野ﾊﾟﾙｾｲﾛU-15
　第⑤試合 14:00 ﾂｴｰｹﾞﾝ⾦沢U-15 vs ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟FCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ
■7⽉9⽇(⼟)　千曲川リバーフロントC（天然芝）
　第②試合 11:00 ｴﾎﾞﾙﾌﾞFCｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ vs ｾﾌﾞﾝ能登ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ
　第⑥試合 14:00 ｶﾀｰﾚ富⼭U-15 vs 福井1位
■7⽉9⽇(⼟)　松本広域公園芝⽣グラウンド（天然芝）
　第③試合 11:00 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟U-15 vs 福井1位
　第⑦試合 14:00 富⼭北FC vs AMBICIONE松本
■7⽉9⽇(⼟)　松本市かりがねサッカー場（⼈⼯芝）
　第④試合 11:00 ｳﾞｧﾘｴﾝﾃ富⼭ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ vs 松本⼭雅FC U-15
　第⑤試合 14:00 FC.SOUTHERN U-15 vs ⻑岡ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽFC

■7⽉10⽇(⽇)　千曲川リバーフロントB（天然芝）
　第⑨試合 10:00 第①試合の勝者 vs 第②試合の勝者
　第⑪試合 13:00 第⑤試合の勝者 vs 第⑥試合の勝者
■7⽉10⽇(⽇)　松本市かりがねサッカー場（⼈⼯芝）
　第⑩試合 10:00 第③試合の勝者 vs 第④試合の勝者
　第⑫試合 13:00 第⑦試合の勝者 vs 第⑧試合の勝者

■7⽉16⽇(⼟)　⼤町市運動公園 サッカー場（天然芝1⾯）
　第⑬試合 13:00 第⑨試合の勝者 vs 第⑩試合の勝者
■7⽉16⽇(⼟)　⼤町市運動公園陸上競技場（天然芝1⾯）
　第⑭試合 13:00 第⑪試合の勝者 vs 第⑫試合の勝者

■7⽉17⽇(⽇)　⼤町市運動公園 サッカー場（天然芝1⾯）
　第⑮試合 10:00 第⑬試合の敗者 vs 第⑭試合の敗者
　第⑯試合 13:00 第⑬試合の勝者 vs 第⑭試合の勝者
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4．組合せ 
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