
 
実 施 要 項 

 
 
  名  称 ＪＦＡ プリンスリーグＵ-１８関西 ２００７ 
 
 主  催 関西サッカー協会 
 
 共  催  朝日新聞社 
 
 主  管 （社）大阪府サッカー協会 （社）京都府サッカー協会 （社）滋賀県サッカー協会 
          （社）奈良県サッカー協会 （社）兵庫県サッカー協会 （社）和歌山県サッカー協会 
 
 後  援 財団法人日本サッカー協会 
      大阪府教育委員会  京都府教育委員会  滋賀県教育委員会 
      奈良県教育委員会  兵庫県教育委員会  和歌山県教育委員会 
      関西クラブユースサッカー連盟 
 
  オフィシャルサプライヤー  アディダスジャパン 株式会社 
 
 大会スポンサー       株式会社 モルテン 
 
１、期  日 
 
      監督主将会議    平成１９年 ４月 ６日（金）１８時００分 
 
      開会式      平成１９年 ４月 ６日（金）１９時００分 
 
   予選リーグ    平成１９年 ４月 ８日（日）～ ７月 １日（日） 
 
   順位決定リーグ  平成１９年 ７月 ８日（日）・１６日（月）・２１日（土） 
 
   表彰式       平成１９年 ７月２１日（土） 順位決定リーグ終了後 
 
２、会  場 
 
      大阪府  万博記念競技場・鶴見緑地球技場・高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場 
        万博公園スポーツ広場人工芝グラウンド・万博大阪サッカー場 
 
      京都府  宝ヶ池球技場・サンガタウン城陽人工芝グラウンド 
 
   滋賀県  野洲川歴史公園サッカー場ビッグレイクＢ・Ｃコート 
                野洲高校人工芝グラウンド・水口スポーツの森多目的グラウンド 
 
   奈良県  鴻ノ池陸上競技場・橿原総合運動公園 
 
   兵庫県  アスパ五色メイングラウンド・アスパ五色サブグラウンド 
        淡路佐野運動公園第２サッカー場 
 
   和歌山県 紀三井寺陸上競技場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３、参加資格 
 
   平成１９年度に日本サッカー協会に加盟（準加盟を含む）している団体（チーム）である 
   こと。 
   但し、統合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 
 
４、競技規則 
 
   （１）試合は平成１９年度の日本サッカー協会競技規則により実施する。全ての試合におい 
       て、出場するチームは選手証を持参し、試合前に審判もしくは競技委員が確認する。 
     選手証を不携帯の選手はその試合に出場することは出来ない。４月からの新規登録者  
    については「新規登録者大会参加許可証」で対応する。２００７年度選手証が間に合   
   わない場合は２００６年度選手証でエントリー可。 
 
      （２）ベンチに入ることのできる人数は、交代要員９名、チーム役員６名（通訳を含む）と 
     し、メンバー提出用紙にて特定されなければならない。特定された者の中から、その  
    都度唯１名の者のみが戦術的指示を与えることが出来る。この１名の者は特定の１人   
   に限定される必要はない。なお、必要な場合は通訳が同行し、指示を与えることを認    
  める。 
 
   （３）交代に関しては、競技開始前に登録した最大９名の交代要員の中から、最大５名まで 
     の交代が認められる。 
 
   （４）規律・フェアプレー 
 
    【退場】 
      １．主審より退場を命じられた選手、監督、コーチ、役員など（以下「選手等」とい 
       う）は次の公式試合１試合の出場を停止し、その後関西サッカー協会規律委員会  
      が最終裁決を下す。 
 
      ２．選手等が出場停止を受けた場合、フィールドはもとより、ベンチ、ロッカールー 
       ム等の区域に立ち寄る事を禁止する。 
 
      ３．出場停止処分を受けた選手等が観客席で観戦することは認められているが、携帯 
       電話等の機器使用も含め、他の選手への指示を禁止する。 
 
    【警告の累積】                                                                    
           １．本大会で累積された警告が２回に及んだ選手は、本大会の次の１試合を出場停止 
       処分とする。 
 
      ２．同一試合で２回警告を受け、退場を受けた場合、その２回の警告は累積に加算し 
        ない。 
 
      ３．警告の累積による出場停止処分を繰り返した場合、２回目以降については２試合 
        の出場停止処分とする。 
 
      ４．これらの出場停止処分は本大会のみとし、他大会に影響しない。 
 
   （５）未登録または二重登録などの不正選手が出場していた場合、それが判明した時点で当 
      該チームを失格とし、相手チームの勝ちとして試合を打ち切る。しかし、既に行われ 
     た試合にまで遡って適用しない。この該当チームの懲罰については日本サッカー協会    
      規律委員会にて協議の上裁決される。 
 
 
 
 
 
 
 



５、競技方法 
 
  （１）本大会の試合時間は９０分とする。(ハーフタイムのインターバルは１５分) 
 
  （２）Ａリーグ７チーム・Ｂリーグ７チームのリーグ戦方式とする。 
 
  （３）試合球は２個用意して行う。順位決定リーグは、マルチボール方式で行う。 
 
  （４）リーグ戦における順位決定方法は、勝３点、引き分け１点、負０点の勝ち点により、 
     勝ち点の多い順に決定する。なお、勝ち点の合計が同一の場合は次の順に決定する。 
     ①全試合の得失点差 ②全試合の総得点の多少 ③当該チーム同士の対戦結果 ④抽選 
 
    （５）リーグ戦で棄権ゲームがでた場合は、４－０とする。 
 
    （６）Ａリーグの３・４位チームとＢリーグの上位２チームで順位決定リーグを行う。 
     順位の決定方法は、５－（４）に準じる。 
 
 
６、表彰及び推薦 
 
  （１）本大会の優勝チームおよび準優勝チームは、本規定第１０条の通りの表彰を受ける。 
     なお、本大会に対する第三者よりの賞品などの寄贈については、地域協会がその可否 
     を決める。 
      １．優勝チーム 優勝杯・表彰状を授与する。 
      ２．準優勝チーム 表彰状を授与する。 
 
  （２）本大会の優勝チームおよび準優勝チームならびに順位決定リーグの上位２チームには、 
    高円宮杯第１８回全日本ユース（Ｕ－18）サッカー選手権大会に出場する権利が与え 
     られる。 
 
  （３）本大会の優勝チームには、第１５回日韓中ジュニア交流競技会に出場する権利が与え 
     られる。 
 
  （４）個人賞として、大会ＭＶＰを１名選出し、表彰する。 
 
７、大会役員 
   会 長    田中 偉晃 
   大会委員長  藤縄 信夫 
   大会副委員長 樋川 利雄 
   大会委員    佃  幹夫  高見  豊  浅島 靖夫  奥村  弘  武田正二郎 
          中村 源和  竹内 義顕  梅本 博之  坂岡 五郎  山本 幸夫 
          田中  賢二  星原 隆昭  河北 頴数  塩谷 武男  田中 章博 
          今西 啓悦  宮川 淑人  谷川 尚己  中野  孝  吉川 元章 
          濱田  明  松本栄一郎 
 
８、実行委員会役割 
   委員長    樋川 利雄 
   副委員長   星原 隆昭  松田  司  山口  浩 
   総 務    村山 義彰  田内 成人 
   会 場    渡辺 建一  宮川 淑人 
   競 技    山口  浩  尾崎 春樹 
   規 律    小川  光 
   審 判    辺見 康裕 
   技 術    上間 政彦  川上 幸三  二宮  博 
   経 理    内田 晴彦 
   顧 問    藤縄 信夫 
   事務局    内田 晴彦  中島多美恵 
 
 



９、競技役員 
   委員長    樋川 利雄 
   副委員長   星原 隆昭 
   審判委員長  田中 賢二 
   審判委員   辺見 康裕  関西サッカー協会派遣審判委員 
   規律委員長  梅本 博之 
   規律委員   小川  光  樋川 利雄  松田  司 
   会場委員長  渡辺 建一 
   会場委員   各府県高体連・クラブユース連盟派遣員 
   競技委員   各府県高体連・クラブユース連盟派遣員 
   記録委員   各府県高体連・クラブユース連盟派遣員 
   経理委員長  内田 晴彦 
   経理委員   脇坂 秀数  和田 栄一  外村 武司  長谷川元祥 
          堀口 泰司  清原 久雄  宮川 淑人 
 
   補助員    参加チーム選手 
 
          大会事務局 〒530-0002  
                大阪府大阪市北区曽根崎新地2-1-14 
                桜橋南ビル302号 関西サッカー協会 気付 
                ＪＦＡ プリンスリーグＵ－１８関西 事務局 
                ＴＥＬ／06-6342-0011 ＦＡＸ／06-6342-0012 
１０、その他 
 
    （１）大会中に発生した事故については、各チームがその責任を負う。 
 
    （２）参加各チームで傷害保険に加入すること。 
 
    （３）事業報告及び事業決算報告を行う。 
 
  （４）事業実施に関して不都合が生じたときには、競技委員長が必要と認めた部署と相談し、 
    その処置法を決定する。そして、事後速やかに関係者に報告を行い承認を受けることと  
   する。 
 
    （５）荒天時の判断は主催者、競技委員と当該の引率責任者、審判の協議による。 
 
    （６）背番号は１～２５までの通し番号を原則とし、参加申込書と同じ背番号とする。追加に 
    ついては日本サッカー協会加盟登録票提示で許可される。また、ユニフォームは正副の  
   ２着を用意し、副のユニフォームは、シャツ、パンツ、ストッキングとも正のユニフォ   
  ームと別色であること。 
 
    （７）本大会に参加を申し込んだ後の棄権は一切認めない。止むを得ぬ事情で参加不可能にな 
    った場合は直ちに地域協会および相手チームに通知し、地域協会に対して改めて文書に  
   て理由書を提出する。地域協会は理由書に基づき審議の上処置するが最低次年度の本大   
  会には出場できない。 
 
    （８）次年度の本大会の出場枠は、Ａリーグ・Ｂリーグそれぞれ８チームずつとし、その決定 
    方法については次のとおりとする。 
     １．本年度の大会において、Ａリーグの上位５チームとＢリーグの上位３チームは、自 
      動的に次年度のＡリーグへの残留権を得る。 
     ２．次年度のＢリーグ８チームのうち７チームについては、新たに各府県高体連・クラ 
      ブユース連盟からそれぞれ１チーム推薦される。残りの１チームについては、本年  
     度のＢリーグ１位チームが所属する連盟から推薦される。 
 
  （９）本大会実施要項に記載されていない事項については、本大会実行委員会において協議の 
    上決定する 
 
 
 



参加チーム及び組合せ 
 
 リーグ別チーム分け  

 府 県  出場チーム Ａリーグ  府 県  出場チーム Ｂリーグ 

 ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ  ヴィッセル神戸ユース  大  阪  大阪桐蔭高等学校 

 ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ  ガンバ大阪ユース  京  都  京都市立伏見工業高等学校 

 兵    庫  滝川第二高等学校  滋  賀  滋賀県立野洲高等学校 

 ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ  セレッソ大阪 U-18  奈  良  奈良育英高等学校 

 兵  庫  神戸市立科学技術高等学校  兵  庫  兵庫県立明石南高等学校 

 ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ  京都サンガFC U-18  和 歌 山  近畿大学附属和歌山高等学校 

 和 歌 山  初芝橋本高等学校  ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ  エストレラ姫路FC U-18 
 
 
 
 
    順位決定リーグ  

  
 Ａリーグ ３位 

 
 Ａリーグ ４位 

 
 Ｂリーグ １位 

 
 Ｂリーグ ２位 

 
 Ａリーグ ３位 

  7/21（土） 
 ４８ 13:30 

 万博記念 

 7/16（月） 
 ４６ 13:30 

 鶴 見 

 7/ 8（日） 
 ４４ 13:30 

 佐野第２ 

 
 Ａリーグ ４位 

 7/21（土） 
 ４８ 13:30 

 万博記念 

  7/ 8（日） 
 ４３ 11:00 

 佐野第２ 

 7/16（月） 
 ４５ 11:00 

 鶴 見 

 
 Ｂリーグ １位 

 7/16（月） 
 ４６ 13:30 

 鶴 見 

 7/ 8（日） 
 ４３  11:00 

 佐野第２ 

  7/21（土） 
 ４７ 11:00 

 万博記念 

 

 
 Ｂリーグ ２位 

 7/ 8（日） 
 ４４ 13:30 

 佐野第２ 

 7/16（月） 
 ４５ 11:00 

 鶴 見 

 7/21（土） 
 ４７ 11:00 

 万博記念 

 

 

 
 
 


