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１． 一般社団法人 三重県サッカー協会

２． 一般社団法人 三重県サッカー協会　３種委員会   

３． 三重テレビ放送㈱　　 ㈱モルテン

４．

５．

６．

７．

８． 試合時間

１．高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2022三重(以下、三重県リーグ)１部の成績２位～７位の

　　６チーム

２．三重県リーグ２部の成績１位～２位の２チーム(2ndチームが該当する場合、次の上位チーム)

３．三重県リーグ３部の南北成績１位の２チーム(2ndチームが該当する場合、次の上位チーム)

４．三重県リーグ４部出場決定戦勝者の２チーム

競技規定

競技規則 2021/22のJFA競技規則に準ずる。

⑤ 選手数が不足している同種別の複数チームによる「合同チーム」の大会参加については、次の条件を満た

している場合においてのみ認めることとする。但し、11名以上の選手を有するチーム同士の合同は不可と

する。

　１．合同するチームおよびその選手は、それぞれ①および②を満たしていること。

　２．極端な勝利至上主義を目的とする合同ではないこと。

　３．大会参加申込みの手続きは、それぞれのチームの代表者が協議の上、代表チームが行う。

　４．合同チームとしての参加を当該都道府県サッカー協会第３種委員長が別途了承すること。

②

①

　　　◇ハーフタイムからのインターバル(前半終了から開始まで)：原則10分

　　　◇延長戦へ入る前のインターバル：原則５分間

　　　◇延長戦ハーフタイムのインターバル：原則なし(給水のみ可)

　　　◇PK戦へ入る前のインターバル：原則１分間

メンバー表はMCMの際に提出すること。(２部提出。決勝戦のみ３部提出。)

③ 当日ベンチ入りできる人数は選手９名、役員･スタッフ５名とする。登録された背番号で出場すること。選

手の交代は最大５名までとし、自由な交代は実施しない。

参加チーム 参加チーム数は次の１～４により選出された12チームとする。

参加資格 ① JFA第３種または女子に加盟登録したチーム。

中学校体育連盟加盟チームは、その中学校に在籍し、かつ、日本協会の女子加盟チーム登録選手を、移籍

手続を行うことなく、本大会に参加させることができる。ただし、登録している女子加盟チームが本大会

に参加している場合を除く。

JFA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４種年代のみとし、第３種およびそれ以上の年代の選手は適用対象外とする。

②

③

④

上記①のチームに登録された選手で、他の都道府県・地域大会プレーオフに他のチームで参加していない

こと。（ＪＦＡリーグは除く）

【予 備 日】 2022年10月２日(日)、９日(日)、22日(土)

【準々決勝】 2022年10月８日(土) 四日市市中央フットボール場Ａフィールド・松阪市総合運動公園

【準 決 勝】 2022年10月10日(月) 松阪市総合運動公園

【決　  勝】 2022年10月16日(日) 伊賀市上野運動公園競技場

期 日 【１ 回 戦】 2022年10月１日(土) 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第３Ｇ・メイハンフィールド

　　　杯第33回三重県ユース(U-15)サッカー選手権大会要項

【兼　第34回高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権三重県大会】

主 催

主 管

後 援

【１回戦・準々決勝】

【準決勝・決勝】

70分

80分

35分ハーフ

勝敗が決しない場合、延長戦は行わず、PK方式により勝敗を決する。

40分ハーフ

勝敗が決しない場合、10分間(５分ハーフ)の延長戦を行い、なお決しない

場合は、PK方式により勝敗を決する。



９．

10．

11．

12．

13．

14．

本大会上位１チームは高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会東海大会出場の権利を得る。

(三重県第２代表とする。)

④

② 悪天候時の開催については、「悪天候時の大会開催について」を参照する。

⑤

⑥

その他 ①

チームの責任において傷害保険に加入すること。大会にて疾病･障害が発生した場合、大会側は応急処置の

みを行う。

③

感染症対策 ① 本大会の感染対策責任者を【eisu杯担当　北】とする。

必ず、各チームにおいて、チーム感染対策責任者（以下、責任者）を設置する。責任者はチームの感染対

策をしっかり行うこと。

②

審判については、MFA派遣審判員をするが、１回戦の審判については、参加チーム帯同審判とする。

懲 罰 ① 本大会は、日本サッカー協会「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。

選手証

１チーム10,000円　2022年９月26日(月)までに下記口座へ振り込むこと。

登録選手は試合ごとに選手証または登録選手一覧表を持参すること。(電子登録証可)但し、顔写真添付済みの

ものに限る。

大会規律委員会は、三重県サッカー協会３種委員長、副委員長、事務局、審判部長および事業担当理事で

構成する。

②

１チームあたり30名(選手20名、役員･スタッフ10名)を最大とする。

② 参加チームは所定の申込書を下記アドレスまで送付すること。

申込締切日：2022年９月25日(日)　送付先：eisu杯担当　北

③ 登録選手および役員･スタッフに変更がある時は「選手変更用紙」に記入し、大会当日本部へ１部提出す

る。

参加料

④

参加申込 ①

⑤

④ 選手交代回数の制限

１．選手交代は、後半の交代回数を３回までとする。(１回に複数人を交代することは可能。)

２．前半、ハーフタイム、延長戦に入る前のインターバルでの選手交代は、後半の交代回数に

　　含まれない。(後半の飲水タイム等は交代回数に含まれる。)

３．延長戦に入った際、後半に３回選手交代を行った場合でも、交代枠が残されている場合に

　　限り、選手交代を行うことができる。(回数の制限はない。)

１．JFAのユニフォーム規程及び競技規則に基づいたユニフォームを使用しなければならない。

２．ユニフォーム(シャツ・ショーツ・ソックス)については、正の他に副として、正と色彩が

　　異なり判別しやすいユニフォームを参加申込に登録し、各試合に必ず携行すること

　　(FP･GK用共）。

３．シャツの前面・背面に参加申込にて登録した選手番号を付けること。なお、選手番号は、

　　１～99番とする。

４．ユニフォームへの広告表示についてはJFA「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。但し(公財)日本中学校体育連盟加盟チームは連盟規定によりこれを認めない。

５．ソックスの上にテープを巻く場合、そのテープ等の色はソックスと同じ色でなくてもよい。

競技者の用具

本大会において退場を命じられた選手等は、次の１試合に出場できず、それ以降の処置については大会規

律委員会において決定する。

健康チェック表に感染対策責任者を決めて必ず明記すること。

責任者は試合当日「健康チェック表」をMCMの際に提出する。（提出がない場合、記載に不備がある場合

は、試合への参加を認めない）

その他対策については、大会直近の状況から通知を行う。

③ 大会期間中に警告を２回受けた選手等は、次の１試合に出場できない。

責任者は、「健康チェックシート」を選手および役員･スタッフに記録させ、１ヶ月間保管しておく。

③

④



TSV1973四日市

　　　杯第33回三重県ユース(U-15)サッカー選手権大会組合せ

10月1日(土) 10月8日(土) 10月10日(月) 10月16日(日)

松阪市総合運動公園

10:30K.O.

ヴェルデラッソ松阪

(1部2位)
四日市市中央

フットボール場

伊勢YAMATO FC
Aフィールド

10:00K.O.

(3部南ブロック)
メイハンフィールド

10:00K.O.

FC FAMILIA

(4部②)

(1部6位)
メイハンフィールド

12:00K.O.

津フットボールクラブW1

松阪市総合運動公園

10:00K.O.

(1部5位)
上野運動公園競技場

13:00K.O.

FC.Avenidasol

(1部4位)

FCグランリオ鈴鹿

(2部2位)

松阪市総合運動公園

12:00K.O.津ラピドFC

(1部7位)
三重交通G スポーツの杜

鈴鹿 第3G

12:00K.O.

H＆AFC

(2部1位)
松阪市総合運動公園

13:30K.O.

楠クラブ

Aフィールド

12:00K.O.

四日市市中央

フットボール場

ヴィアティン三重

(1部3位)

(3部北ブロック)
三重交通G スポーツの杜

鈴鹿 第3G

10:00K.O.

LAvita FC

(4部①)



これまでの記録

西陵中学校 四日市市 西陵中学校

阿山中学校 阿山中学校 阿山郡 阿山中学校

光陵中学校 光陵中学校 桑名市 光陵中学校

光陵中学校（ベスト８） 光陵中学校 桑名市 光陵中学校

名張ＦＣテコス 名張ＦＣテコス（優勝） 名張市 名張ＦＣテコス

創徳中学校 鈴鹿市 創徳中学校

西橋内中学校 北中学校 津市 西橋内中学校

桜中学校 平田野中学校 四日市市 桜中学校

富洲原中学校 橋北中学校 四日市市 富洲原中学校

尾鷲中学校 赤目中学校 尾鷲市 尾鷲中学校

名張ＦＣテコス 平田野中学校 名張市 名張ＦＣテコス

ＦＣ松阪 菰野中学校 松阪市 ＦＣ松阪

津ラピドFC 陵成中学校 津市 津ラピドＦＣ

伊勢サッカークラブ 陽和中学校 伊勢市

四日市中央ＦＣ 陵成中学校 四日市市 四日市中央ＦＣ

四日市中央ＦＣ 羽津中学校 四日市市 四日市中央ＦＣ

豊里中学校 ＦＣ松阪 津市 豊里中学校

ＦＣ四日市 豊里中学校 四日市市 ＦＣ四日市

ＦＣ松阪 西郊中学校 松阪市 ＦＣ松阪

ＦＣ四日市 ＦＣ松阪 ＦＣ四日市 松阪市 ＦＣ松阪

ＦＣ四日市 ソシエタ伊勢ＳＣ 四日市市 ＦＣ四日市

ＦＣ四日市 津ラピドＦＣ 四日市市 ＦＣ四日市

伊賀ＦＣ 津ラピドＦＣ 伊賀市 伊賀ＦＣ

ソシエタ伊勢ＳＣ ＦＣ四日市 伊勢市 ソシエタ伊勢ＳＣ

FC．Avenidasol 伊賀市 FC．Avenidasol

FC．Avenidasol ＦＣ松阪 伊賀市 FC．Avenidasol

ソシエタ伊勢ＳＣ 伊勢市 ソシエタ伊勢ＳＣ

FC．Avenidasol 伊賀市 FC．Avenidasol

ソシエタ伊勢ＳＣ 伊勢市 ソシエタ伊勢ＳＣ

四日市市

津ラピドＦＣ 津市 津ラピドＦＣ

ソシエタ伊勢ＳＣ 伊勢市 ソシエタ伊勢ＳＣ

ソシエタ伊勢ＳＣ

2022

2009

2012

2010

2011

2015

2014

2013

2021

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2001

2002

1989

1990

全日本ユースU-１５大会出場年

1998

1999

1997

1991

1992

1996

1993

1994

1995

中　　　　　　止

三重県ユースU-１５大会優勝

2017

2018

2019

2020

東海ユースU-１５大会出場

2000

2016

ヴィアティン北勢ＦＣ

TSV1973四日市U-15

TSV1973四日市U-15

TSV1973四日市U-15

伊勢サッカークラブ

TSV1973四日市U-15

TSV1973四日市U-15


