
    第５１回 広島県中学校サッカー選手権大会要項 

 

１ 主  旨  本大会は、中学校教育の一環として、中学校生活に広くスポーツ活動の機会を

与え、競技力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

全な生徒を育成するとともに、相互の親睦をはかることにより中学校体育・ス

ポーツの振興と競技力向上をねらう。 

２ 主  催  広島県中学校体育連盟 広島県教育委員会 

３ 共  催  福山市教育委員会 尾道市教育委員会 （公財）広島県サッカー協会 

４ 後  援  （公財）広島県体育協会 広島県公立中学校長会 広島県ＰＴＡ連合会 

５ 主  管  南部・福山地区中学校体育連盟 

６ 会  期  令和元年 ７月１３日（土）・１４日（日）・２０日（土） 

７ 日  程  １日目（１３日）竹ヶ端・びんご  ８：３０開門 

        第一試合 10:00~ 第二試合 11:40~ 第三試合 13:20~ 第四試合 15:00~  

        ２日目（１４日）びんご      ８：３０開門 

        第一試合 10:00~ 第二試合 11:40~ 第三試合 13:20~ 第四試合 15:00~ 

        ３日目（２０日）竹ヶ端・びんご  ８：３０開門 

         準決勝 竹ヶ端・びんご 10:00~   決勝 びんご 14:30~ 

８ 会  場  竹ヶ端運動公園陸上競技場（１３・２０日） 

        〒720-0804 広島県福山市水呑町 4748        TEL 084-956-4563 

                広島県立びんご運動公園陸上競技場 （１３・１４・２０日） 

                〒722-0022 広島県尾道市栗原町 997         TEL 0848-48-5446 

９ 参加資格  (1) 広島県中学校体育連盟に加盟する生徒で、学校長が参加を認めたもの。 

                (2) 年齢は平成１６年４月２日以降に生まれたものに限る。 

        (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

郡市の中学校体育連盟を通じて広島県中学校体育連盟に申し出ること。 

        (4) 引率・監督は当該校の校長・教員・部活動指導員※とする。 

         （※部活動指導員とは学校教育法施行規則第 78 条の 2 に示されている者とす

る）外部コーチを 1 校・1 チーム 1 名おくことができる。外部コーチは、出

場校の校長が認めた者とし、所定の「コーチ確認書（校長承認書）」を提出

する。ただし、当該校以外の校長・教職員（一貫校および同一敷地内の系列

校を除く小・中・高・高等専門学校を除く）は、外部コーチにはなれない。

また、同一人が複数校の外部コーチにはなれない。  

          

         (5) 大会引率者の特例 

         ① 広島県中学校体育大会の引率者特例措置規程にもとづき、当該校の校長

より申請され、広島県中学校体育連盟会長が認めた保護者または地域のス

ポーツ指導者。 



         ② 参加を希望する学校は、広島県中学校体育大会の引率者特例措置規程お

よび細則を遵守すること。 

         ③ 所定の様式を、参加申込書とともに各競技の申込先へ提出すること。  

         ④ コーチをつけることは、認められない。 

         (6) 大会参加チームの特例 

         ① 広島県中学校体育大会に関わる複数校合同チーム編成規程にもとづき各

郡市中学校体育連盟に申請をして承認され、県中体連理事会・該当競技専

門委員会に報告された複数校による合同チーム。 

         ② 参加を希望する複数校は、広島県中学校体育大会（県選手権）に関わる

複数校合同チーム編成規程を遵守すること。 

         ③ 複数校合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員と

する。ただし、やむを得ない場合は校長・教員（部活動指導者は含まない）

による代表引率・監督を認める。    

                 (7) 参加資格の特例 

 学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、各郡市中学

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。 

        (8) 大会申込は、陸上競技・水泳競技を除く個人戦に限り 1 競技とする。

ただし、相撲については上位（中国・全国大会）への出場権を得たも

のにのみ適用する。 

        (9) 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

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

者であることとする。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。 

  

10 参加制限    (1)各地区の代表数は下記の１６チームとする。 

                   芸北＝１  呉・賀茂＝２  南部＝２  福山＝３ 

                   備北＝１  広島＝５    竹・廿＝１ 開催地（南部・福山）＝１ 

                (2)平成 31 年４月以降より令和元年６月末までに、各地区の予選会を経たチー

ムとする。 

                (3)１チームは、監督１名、引率者１名、コーチ１名、選手１８名の計２１名以 

         内とする。 

11 大会負担金  (1)登録選手（生徒のマネージャーは含む）一人につき、９００円とする。 

               (2) 納入方法                                 

                   ア、参加申し込みと同時に各郡市中体連に納入すること。 

          イ、納入方法については、各郡市中体連の定めによる。 

                 ウ、各郡市中体連はとりまとめて、県中体連が指定する口座に振り込むこと。 



12 競技規則   (1)２０１９年度（公財）日本サッカー協会指定の競技規則による。 

        (2)交代に関しては、競技開始前に登録した最大７名の交代要員から７名までの 

        再交代が認められる。（先発出場の選手 11 名に途中出場の選手最大７名を  

        加えた最大 18 名以内での再交代制とする）ただし、交代の手続きは従来通  

        りサッカー競技規則第３条に則して行う。 

13 競技方法    (1)１６チームによるトーナメント方式とする。 

                (2)試合時間は１・２回戦・準決勝を６０分間とし、決勝は５０分間とする。勝 

        敗が決定しない場合は１・２回戦・準決勝は２０分間（１０分ハーフ）、決勝 

        については１０分間（５分ハーフ）の延長戦を行い、さらに決定しない場合は 

        ＰＫ方式により勝敗を決定する。３位決定戦は行わない。 

14 試合球        試合球は、（公財）日本サッカー協会公認の５号球とする。 

15 組合せ      (1)５月の広島県中学校体育連盟第１回サッカー専門委員会において、抽選し決 

         定する。 

        (2)全チーム参加申込書が提出された後に、組合せを含め注意事項等を、各チー 

         ムにＥメールで送付する。 

16 監督会議     原則として行わない。大会第１目の１回戦１時間前までに会場本部で受付を済 

        ませ、必要書類を受け取り説明を聞くこと。 

17 地区専門   令和元年７月２０日（土）１２：３０～ 

    委員長会議    広島県立びんご運動公園陸上競技場 競技運営室 

18 表 彰        準決勝終了後、すぐに３位（２チーム）を表彰する。決勝戦終了後、閉会式

にて１位と２位のチームを表彰する。 

19 参加申込  (1)期限 ６月２１日（金） 

         出場が決定しだい速やかにＥメールにて下記に参加申込書を送付し、期限ま

でに正式申込書を郵送すること。Ｅメール申込書を送付されたのちにメンバ

ー票を送付します。速やかに返信して下さい。 

               (2)申込み先 

                   〒739-0614   広島県大竹市白石一丁目 8-1 

          大竹市立大竹中学校 宮本 昌範 宛 

          Ｅメール：otakejhs@fch.ne.jp 

          TEL 0827-52-5177    FAX 0827-525178   

20 宿泊申込  希望する学校は、下記まで連絡すること。 

福山市中学校体育連盟 サッカー専門委員会 

 専門委員長 大田 淳 福山市立城東中学校 TEL 084-923-1607 

Eメールアドレス：chu-joto@edu.city.fukuyama.hiroshima.jp 

21 その他     (1) 上位４校は、８月１日（木）～３日（土） 広島県で行われる中国中学校

サッカー選手権大会に出場できる。 

         中国大会に出場権を得た生徒は、必ず出場すること。（申し込み後の疾病・

傷害等による欠場は除く） 



        (2) 会期中の悪天候等への対応について 

         午前６時に気象庁（気象台）より開催地に警報が発令されたときは、大会（競 

         技）の運営を原則として見合わせる。    

                ・警報の内容によって開催地には特に影響がないときは、開催地実行委員会が

安全を確認し、競技役員が安全確保（対策）に配慮の上、実施することがで

きる。開催の有無は、午前７時にホームページに掲載する。 

                ・競技中に警報が発令されたときは、競技の実施を中断するなどの緊急安全対

策を講じる。 

                  注１ 選手（団）だけでなく、競技役員・生徒役員等も含めて安全対策を考

える。 

注２ 状況を常に関係者（引率者）に情報提供を行う。 

               (3) 個人情報のうち、大会運営上必要な選手名・学年・所属については公開し

ます。尚、報道機関に記録の提供を求められた際には記録の提供をします。

参加校にあたってはその旨を承諾のうえ参加申込みを行うこと。 

              (4) 本大会は、マッチコミッショナー制による大会である。 

                 ①各試合６０分前に、マッチコミッショナー、監督・主将・審判による打ち合 

         わせを行う。 

                 ②累積警告２回は次の１ゲームに出場できない。 

                 ③退場については、原則次の１試合は出場できないが、悪質な場合は、規律委 

         員会（マッチコミッショナー、専門委員長、審判長）で内容を検討し、処分 

         を決定する。 

                 ④退場の未消化については、中国大会へ持ちこす。ただし、警告については持 

         ちこさない。 

               (5)審判は、日本サッカー協会、中国サッカー協会及び（公財）広島県サッカー

協会所属の審判員で行う。 

              (6)選手登録変更は、別紙「選手登録変更届」を１回戦前に本部へ提出すること。 

         これ以降は一切認めない。 

              (7)メンバー票、交代用紙は大会本部で準備する。 

              (8)ユニフォームについて 

                 ①ユニフォーム（シャツ、ショーツ、ストッキング）は正のほかに、副として 

         異なる色のユニフォーム（シャツ、ショーツ、ストッキング）を参加申込に 

         記載し、必ず２着を準備すること。また、色の他それぞれのメーカーが同一 

         のものとする。 

                 ②ユニフォーム正・副のフィールド・ゴールキーパー（シャツ、ショーツ、ス 

         トッキング）の色がそれぞれ同一色にならないようにする。 

                 ③審判と同一または類似色のユニフォームを用いることはできない。ゴールキ 

         ーパーについても同様とする。 

                 ④選手番号は１～９９番までの数字とする。 



                 ⑤ユニフォームのシャツの前面・背面に参加申込に登録された選手番号を付け 

         ること。（副のユニフォームについても同様である。） 

                 ⑥ユニフォームの選手番号の大きさは、シャツの背面で高さ２５cm 程度、前 

         面で高さ１０cm 程度、ショーツにつける番号は高さ８cm 程度とし、それぞ 

         れ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 

         ユニフォームのシャツが縞（縦縞も横縞も）の場合は、台布（縦３０cm×横 

         ３０cm 位）に選手番号を付け、わかりやすくすること。 

               (9)参加申込書の緊急連絡先には、学校以外の連絡先を記入すること。 

               (10）問い合わせ等については、各地区専門委員長または下記まで連絡すること。 

 広島県中学校体育連盟 サッカー専門委員会 

 専門委員長 宮本 昌範 大竹市立大竹中学校 TEL 0827-52-5177 

 

               (11)中国大会出場者は以下の手続きで、中国大会負担金を事前納入すること。 

                  ア、登録選手 1 人につき、2,000 円とする。 

                  イ、参加申込と同時に、各競技専門委員長に県大会終了後２日以内に納入す 

                  ること。 

                  ウ、納入方法については、各競技専門委員会の定めによる。 

                  エ、各競技専門委員会はとりまとめて、県中体連が指定する口座に振り込む

こと。 


