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東海 U-16リーグ 2017 

 

 

JFAは、今後の日本のサッカーを支えるために、中学 3年の後期と高校 1年にあたる U-16の強

化の必要性をあげています。国体少年の年齢制限を日本体育協会と検討し U-16としたことも、JFA

のその趣旨から決定されたものです。 

 東海の U-16 年代においてレベルの括抗したリーグ戦（厳しい試合）を繰り返すことで選手個人

の育成、チーム・指導者のレベルアップを目指し、東海・日本を代表する選手を創り出すことで、

東海・日本サッカーの向上に寄与するものとする。 

 

 

 

大会役員   

会 長：髙田 稔 

 

副 会 長：山本 久徳  鈴木 登  辻 博文 

 

大会委員長：竹山 勝自 

 

大会副委員長：徳田 康  尾関 孝昭  九鬼 愼次 

 

       大 会 委 員：岩村 宣明  前田 幸美  清水 栄嗣  飯塚 孝夫 

   井上 有希江  鈴木 康夫  今泉 幸広  行方 一也 

   土本 泰  膳亀 信行  神谷 光広  伊藤 直司 

   野村 次郎  濱崎 芳己  入江 勉  山口 小百合 

   中島 直美  小倉 一洋 

 

競技役員   

競技委員長：膳亀 信行（静岡） 

 

競技副委員長：青木 宏憲（愛知） 市川 重明（岐阜） 城 利英（三重） 

 

競 技 委 員：梅田 和男（静岡） 増田 裕（静岡） 山口 勉（愛知） 

川岸 淳（岐阜） 長江 達樹（岐阜） 伊室 英輝（三重）  

飯田 智也（三重） 

 

審判委員長：土本 泰（岐阜） 

 

審判委員：（一社）東海サッカー協会派遣審判員 各県派遣審判員 

 

        規律委員：膳亀 信行（静岡） 青木 宏憲（愛知） 市川 重明（岐阜）          

             城 利英（三重） 
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東海 U-16リーグ 2017 要項 

 

1. 名 称：東海 U-16リーグ 2017 

 

2. 主 催：一般社団法人東海サッカー協会  

 

3. 共 催：中日新聞社 

  一般財団法人静岡県サッカー協会  公益財団法人愛知県サッカー協会 

      一般財団法人岐阜県サッカー協会  一般社団法人三重県サッカー協会 

 

4. 主 管：一般社団法人東海サッカー協会 U-16リーグ実行委員会 

一般社団法人東海サッカー協会技術委員会 

一般財団法人静岡県サッカー協会第 2種委員会・第 3種委員会 

      公益財団法人愛知県サッカー協会第 2種委員会・第 3種委員会 

一般財団法人岐阜県サッカー協会第 2種委員会・第 3種委員会 

一般社団法人三重県サッカー協会第 2種委員会・第 3種委員会  

 

5. 後 援：公益財団法人日本サッカー協会 岐阜県 三重県 

      静岡県教育委員会 愛知県教育委員会 岐阜県教育委員会 三重県教育委員会 

 

6. 大会スポンサー：（株）モルテン 

 

7. 期間及び会場 

第１節 2017年 6月 25日（日） 四日市中央緑地公園球技場（三重県） 

第２節 2017年 7月 ２日（日） 柳川瀬公園サッカー場（愛知県） 

第３節 2017年７月 ９日（日） 長良川球技メドウ（岐阜県） 

予備節 2017年７月 17日（月・祝） 長良川球技メドウ（岐阜県） 

第４節 2017年 12月４日（日） 三重交通 Gスポーツの杜鈴鹿メイン G（三重県） 

第５節 2018年２月 12日（日） 長良川球技メドウ（岐阜県） 

第６節 2018年２月 19日（日） 名古屋市港サッカー場（愛知県） 

 

※１ 予備節とは、悪天候等により未消化の節が生じた場合に対応するためのものです。 

※２ 試合開始時間は、第１試合が 11:00、第２試合が 13:00を予定しています。 

※３ 会場・試合開始時間については、グラウンドの都合により変更することがあります。 

                          

８. 参加資格 

選手の年齢基準に関しては 2001年 1月 1日以降に生まれた者とする。 

 

９. 参加チーム 愛知県選抜 岐阜県選抜 静岡県選抜 三重県選抜 
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10. 競技方法(規約) 

（１）日本サッカー協会 2017/2018年競技規則に則って行う。 

（２）4県の選抜チームによる 2回戦総当りのリーグ戦を行う。順位決定は、勝ち 3点、 

分け 1点、負け 0点とする勝ち点制とする。但し、勝ち点が同じ場合は以下の通りに 

順位を決定する。 

① 得失点差 

② 総得点 

③ 該当チームの対戦結果 

④ 抽選 

（３）試合時間は 90分(45分ハーフ)とする。ハーフタイムは 15分とする。飲水タイムは、 

WBGT 28℃を目安としてとる(乾球 31℃以上)。 

（４）選手登録は、第１～３節までは、当日決められた 18名以内とする。選手交代については、 

最大 5名までの交代が認められる。第４～６節までは、当日決められた 20名以内とする。

選手交代については、最大 9名までの交代が認められる。 

（５）この大会で発生した退場については、当リーグ戦中に消化される。 

（６）試合中に主審より退場を命じられた選手は、次の 1試合は出場することができない。 

その後の処置については本大会規律委員会において決定する。 

（７）各試合を通じて主審より警告を 2回受けた選手は、次の 1試合に出場できない。 

（８）各試合の開始 70分前に代表者と会場責任者との打合わせを行う。 

（９）試合開始の 70分前にユニホームチェックをする。背番号は、1～20番とする。 

ユニホームは必ず 2セット（濃淡）持参する。必ず都道府県名を明示する。その他の事項 

については（公財）日本サッカー協会ユニホーム規程に則る。 

（10）試合の開始 60分前までにメンバー表を提出し、チェックを受ける。 

（11）選手の確認については、選手証を持参し、当日チェックを受ける。 

 

11. 表 彰 1試合毎に「Man Of The Match」1名を選出する。 

（賞状と賞品を試合終了直後に授与する） 

 

12. 大会事務局 

 

大会実行委員会事務局 

実行委員長 膳亀 信行（静岡） 静岡県立静岡高等学校 

   事 務 局 新山 真悟（静岡） 静岡県立浜名高等学校 

〒434-0033 静岡県浜松市北区西美薗 2939-1 静岡県立浜名高等学校内 

TEL 053-586-3155 FAX053-586-0704 

 

 

 

改 訂 

 

平成 21年４月 1日 施行 平成 22年 4月 1日 施行 平成 23年 4月 1日 施行 

平成 24年 4月 1日 施行 平成 25年 4月 1日 施行 平成 26年 4月 1日 施行 

平成 27年 4月 1日 施行 平成 28年 4月 1日 施行 平成 29年４月１日 施行 


