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称： 第３７回 兵庫県クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会
兼 第３７回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会兵庫県予選

２主

催： 一般社団法人兵庫県サッカー協会

兵庫県クラブユースサッカー連盟

３協

力： 株式会社モルテン

４日

程： 《１次ラウンド》２０２２年４月２日（土）
、３日（日）
、９（土）
、１０（日）
、
１６日（土）
、１７日（日）、２３日（土）
、２４日（日）
《決勝トーナメント》

４月２９日（祝･金）
、５月１日（日）
３日（祝･火）
、４日（祝･水）
、５日（祝･木）
、
７日（土）
、８日（日）、１４日（土）、１５日（日）

５出 場 資 格： （公財）日本サッカー協会に第３種加盟登録を完了し、且つ兵庫県クラブユース連盟に加盟登
録を２０２２年３月２４日までに申請を完了したチームで次の条件を満たすものに限る。
１ 参加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 ２００７年４月２日以降の出生者を対象とする。
３ 出場チームは、１５名以上の選手でチーム構成され、うち１１名以上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２００７年４月２日から２０１０年４月１日までの
出生者を対象とする。
４ 出場チームは同一下部組織第４種（JFA 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。
６表

彰： 優勝、準優勝、３位チームにはカップを授与する。
本大会において参加選手中、最も活躍した選手に最優秀選手賞を授与する。
決勝トーナメントに進んだ参加チームの中で警告・退場の少ない、またそれに見合う模範
となる行動をしたチームにフェアプレー賞を授与する。

７そ の 他： 本大会の上位９チームに第 37 回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会
関西大会の出場権を与える。
優勝チーム（関西大会１次ラウンド免除により２次ラウンドから出場）
準優勝～第４位（関西大会１次ラウンドシード権を与える。）
☆ 関西大会抽選会

日時：２０２２年５月１５日（日）※予定
場所：未定（詳しい場所、時間は現在調整中です）

兵庫県大会決勝トーナメント 2 回戦進出 24 チームの中で関西大会出場 9 チームを除く 15 チームは日本クラブユース
サッカー選手権（U-15）大会関西大会において兵庫県で開催される日の運営役員に必ず１名以上派遣することを義務
づける。
（５月中旬頃に案内致します。）
JCY インターシティカップ（J-GREEN 堺）運営役員は原則関西大会出場チームで全国大会及びインターシティカッ
プに出場しないチームから運営役員を必ず 1 名以上派遣することを義務づける。（関西大会終了後に案内致します。
）
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■ 競技方法
１大 会 形 式： 【１次ラウンド】
大会参加５９チームよりシード２１チームを除く３８チームを８チーム×３ブロック、
７チーム×２ブロックに分け１回戦総当りリーグ戦を行う。
各ブロック１位、２位通過１０チームと３位通過の成績上位１チームの計１１チームが決
勝トーナメントに進出。
※８チームブロック成績最下位の結果を削除し①勝点②得失点③総得点の順で決定する。
【決勝トーナメント】
大会シード２１チームと１次ラウンドを突破した１１チーム、計３２チームで
決勝トーナメント戦を行い、順位を決定する。
※大会シードチームとは関西Ｌ２部（伊丹 FC、ヴィッセル伊丹、フレスカ、サルパ）と
２０２２兵庫県トップリーグ１部９チーム、２部８チームの計２１チームを示す
２競 技 規 則： 日本サッカー協会発行「サッカー競技規則 2021/2022」による。再交代は認めない。
試合球は各チーム大会指定のボールを持ち寄りとする。
３試 合 時 間： １次ラウンド、決勝トーナメント７０分（ハーフタイムは１０分）とし、１次ラウンドにおい
ては競技時間内に勝敗の決まらない場合は引き分けとする。但し決勝トーナメントにおいては
競技時間内に勝敗の決まらない場合はＰＫ戦方式により勝敗を決定する。
※全試合飲水タイムを実施する。
４1 次ラウンド： ①：勝点は、勝ち＝３点 引き分け＝１点 負け＝０点とし、勝ち点の多い方を上位とする。
順位決定

②：勝点が同じ場合は得失点差の多い方を上位とする。
③：得失点差が同じ場合は得点の多い方を上位とする。
④：③で得点も同じ場合は当該チーム同士の対戦結果にて決定するが、なお引き分けの場合
は、当該チーム代表者による抽選とする。

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1 回戦ﾗｳﾝﾄﾞ：
順位決定

①：勝点は、勝ち＝３点、PK 勝ち＝２点、PK 負け＝１点、負け＝０点とし、
勝ち点の多い方を上位とする。
②：勝点が同じ場合は得失点差の多い方を上位とする。
③：得失点差が同じ場合は得点の多い方を上位とする。
④：③で得点も同じ場合は当該チーム同士の対戦結果にて決定するが、なお引き分けの場合
は、当該チーム代表者又は代理による抽選とする。

５審

判： 【１次ラウンド】【決勝トーナメント 1 回戦】
主審は審判資格を持った大人が行う。副審は審判資格を持った高校生でも良い。
（必ず審判服を着用する）第４審は審判資格取得者が望ましい。
【決勝トーナメント 2 回戦以降、順位決定トーナメント】
県協会審判委員会に依頼する。第４審は審判資格取得者が望ましい。
（審判不履行について）
大会期間中に審判不履行があった場合は、その当該チームにクラブユース関西大会又は JCY
インターシティカップ運営補助を義務づける。その後の処置については主催者側で決定する。

６警 告 ・ 退 場： 大会期間中、警告の累積が２回になった選手及びチーム役員は次の１試合に出場できない。
退場を命ぜられた選手及びチーム役員は、次の１試合に出場できない。
その後の処置については、規律委員会で決定する。規律委員会の委員は、本連盟理事長、
規律担当理事及びクラブユース選手権担当事務局とする。
退場による出場停止処分は同一大会における次の試合にて適用される。
同一大会は同年度における同一大会とする。また、大会の終了等によって残存した出場停止
処分については、順次、次の公式戦に適用される。
（２０１４年 4 月 1 日

出場停止の消化に関する規定の変更

懲罰規定第４条）

７選 手 登 録： エントリー３０名
別紙エントリー表は ３月２７日（日）を締め切りとする。（メールのみ受付）
送信先 ： 小川 晃平（大会事務局） メール ogawa@kobe-fc.com
締め切りを守らなかったチームは不参加とみなします。
試合当日はエントリー用紙（後日、連盟印を付け事務局から送信）を第１試合は試合開始
３０分前までに第２試合以降は前の試合のハーフタイム時に会場本部へ２部提出する。
試合毎の登録は交代選手を含め２５名までとする。
（先発 11 名に○ 交代要員 14 名以内に△）
交代は登録された２５名の中から１４名までの交代ができる。※再交代は認めない。
（交代時には必ず本部に交代用紙を提出し確認を受けること）
※大会期間中のエントリーの変更は一切認められない。
８ユ ニ フ ォ ー ム： ・色違い（ＧＫ用を含む）を２枚用意し、背番号は必ず２着とも一致させる。
又、パンツに番号を付けている場合にはその番号も一致させる。
・日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に準じる。
・胸番号のついたユニフォームの着用を義務付ける。
・いかなる理由があろうとエントリー表と違う背番号の場合、その選手の出場は認めない。
・ユニフォームは当該チームで予め話し合って決めておくこと。

９試合の成立： 試合開始時にピッチ上に選手が１１名に満たないチームは棄権とみなす。リーグで棄権のあっ
た場合は当該チームの試合を０－５の敗戦とする。これによってすでに行われた試合に遡るこ
とはしない。決勝トーナメントで棄権があった場合も同様とする。いかなる理由も認めない。
不可抗力により試合続行が困難な場合は、主審、会場責任、当該チーム監督で協議し、大会事
務局に報告の上、安全面を最優先に決定する。以後の処置は以下の通りとする。
① 前半終了前に試合が中止された場合は、再試合とする。
② 前半終了後に試合が中止された場合は、残り時間の消化により試合を成立させる。
（原則、試合を中断した場面から後日実施する。メンバー等は中断時と同じ状態から再開）
③ 中断時点で後半１８分を経過していれば試合の成立とし、再試合は行わない。
※その後の処置については、兵庫県クラブユースサッカー連盟理事会で決定する。
１０チームベンチ： 会場本部席からグラウンドに向かって左側ベンチを大会日程・対戦表の左側表記されている
チームのベンチとし、対戦チームを右側とする。
試合終了後、ベンチ挨拶はおこなわず両チーム選手の挨拶をもって終了とする。

１１大会参加費： ¥１５，０００（大会参加全チーム）３月２７日（日）までに振込み
大会終了後に下記の追加参加費を大会事務局からの案内に従い、お振込み下さい。
１次ラウンド出場チーム（シードチーム除く全チーム）

¥１８，０００

決勝トーナメント出場チーム（1 回戦出場チーム）

¥ ７，０００

決勝トーナメント出場チーム

¥２８，０００

例：決勝 T2 回戦進出チーム（１次 R から参加の場合）
・・・案内後、追加費用¥５３，０００振込み
振込先：三井住友銀行 六甲支店

店番号４２１ 普通口座４１７４８３５

兵庫県クラブユース連盟 倉

直樹

※氏名欄には、ゼンニチ チーム名（例：ゼンニチ

コウベフットボールクラブ）

１２試 合 結 果： 第４審は担当した試合終了後に大会結果集計システムに試合結果を速やかに入力する。
会場責任者は、試合結果報告書を事務局（小川）まで速やかに LINE にて事務局に送信する。
また、会場責任者は試合結果報告書を保管し、後日事務局（小川）に提出すること。
試合結果を LINE にて送信する際に以下の内容を必ず同時に送信すること。
1. 報告者名
2. 所属チーム名
3. 試合結果報告書の画像
連盟事務局用携帯（小川管理） 080-7791-9798 LINE 番号検索 : 08077919798
※個人情報につき取り扱いには十分ご注意下さい。
大会緊急連絡専用のグループ LINE を作成致します。参加チームの皆様は下記の方法で
グループ LINE に参加頂きますよう宜しくお願い致します。※事務局からの投稿のみ使用
1. LINE を開き「友達追加」を選択し検索➝電話番号➝「08077919798」を入力し選択
2. 兵庫県クラブユースサッカー連盟のトークに登録される方のチーム名･氏名を投稿
3. 大会事務局よりグループに招待いたしますので「参加」をお願い致します。
１３試 合 準 備： 会場責任者が試合会場の設営を行う。
第１試合に試合が組まれているチームは、会場責任者の設営に協力する。
最終試合に試合が組まれているチームは、試合会場の片付けを協力する。
１４組合せ抽選： ２０２２年３月１９日（土）出場チーム代表者による公開抽選のうえ決定する。
１５書類提出期限： 別紙エントリー表は３月２７日（日）を締め切りとします。（メールのみ受付）
兵庫県クラブユース選手権大会事務局
担当

重田 良（サルパ FC）

担当

小川 晃平（神戸 FC）

〒６５７－００５４

〒６５１－００８５

加古川市米田町平津４７８－２すまいるビル３Ｆ

神戸市中央区八幡通３－２－５IN 東洋ビル２０１

サルパフットボールクラブ
TEL(079)-431-3099

FAX(079)-431-3099

（一社）神戸フットボールクラブ内
TEL(078)-252-7130

FAX(078)-271-1213

E-Mail zarpafc_2007@ybb.ne.jp

E-Mail ogawa@kobe-fc.com

携帯 ０９０－７９６７－５０６４

連盟携帯 ０８０－７７９１－９７９８

