
令和４年度 主　催 筑紫区中学校体育連盟　　

筑紫区中学校 共  催 筑紫区各市教育委員会

1 大会名 第49回　筑紫区中学校体育大会サッカー大会

2 期日 令和４年6月18日（土）・6月19日（日）・6月25日（土）・6月26日（日）　　予備日7月2日（土）・7月3日（日）

予選リーグ　　     6月18日（土）・6月19日（日）  武蔵台高等学校・福岡農業高等学校・那珂川南中学校・筑紫野中学校

3 会場 太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 太宰府市大字太宰府743番地1

春日公園 春日市原町3丁目1-4

福岡県立福岡農業高等学校 太宰府市大字大佐野250番地

福岡県立武蔵台高等学校 筑紫野市天拝坂5丁目2-1

那珂川市立那珂川南中学校 那珂川市上梶原1丁目2-1

筑紫野市立筑紫野中学校 筑紫野市針摺東4丁目6

4 参加校 春日市　 　春日東中学校・春日西中学校・春日南中学校・春日北中学校・春日中学校・春日野中学校

太宰府市　太宰府東中学校・太宰府西中学校・太宰府中学校・学業院中学校・筑陽学園中学校

筑紫野市　筑紫野中学校・筑紫野南中学校・天拝中学校・筑山中学校・二日市中学校

大野城市　大野中学校・大野東中学校・大利中学校・平野中学校・御陵中学校

那珂川市　那珂川中学校・那珂川北中学校・那珂川南中学校

 

5 参加資格 筑紫区中学校体育連盟規約　『大会出場資格』

6 競技方法 予選リーグ≪上位2校が決勝トーナメント進出≫

決勝トーナメント

7 競技規則 2021/2022　日本サッカー協会サッカー競技規則に準ずる。

引率・監督は出場校の校長・教員とする。コーチについては、出場校の教育職員とする。

但し、教育職員以外のコーチは校長が認め、筑紫区中体連に登録し承認を受けた者のみとする。

8 申し合わせ事項 試合時間は25-5-25分とする。

ユニフォームは原則として、シャツ・パンツ・ソックスを1セットとし、フィールドプレーヤー・ゴールキーパー

正副それぞれ違う色を準備する。

背番号は1～99番の中で登録する。（なるべく1番からの通し番号が望ましい）

選手交代はフリー交代制とする。一度退いた競技者も再び出場することができる。

開会式及び閉会式は行わない。

試合前のメンバーチェックの際にマナ―チェック（ピアス，爪，装身具等）を行います。

頭髪，眉そりについては各チームで事前にご指導をお願いします。

参加生徒については、大会出場心得に準ずること。

試合開始前９０分，もしくは開場時間より前の会場への立ち入りは禁止とする。

前後半の途中に飲水タイムを設ける。ただし，気温が高い場合は前後半クーリングブレイクを設け，３分後に試合再開ができるようにする。

AEDは，本部または施設管理棟に設置する。

9 表彰 優勝チームには優勝旗と賞状、2位と3位には賞状を授与する。

上位7チームは筑前地区大会に出場する。

10 専門部長 松本健佑（大野中学校）　Tel092-581-0153　Fax　092-581-0922

11 審判委員 今村幸彦・岡順平（春日西）髙柳昌典・髙橋顕太郎（春日野）奥村幸紀（春日北）山﨑信吾（春日南）安達親作（太宰府）関宏章（太宰府西）

黒川貴史・河口智哉（学業院）平山照晃（太宰府東）加藤駿佑（筑陽学園）坂口大樹・森本太陽（二日市）城戸清則・大野功太郎（筑紫野）

増田知来・櫻井一輝（筑紫野南）大石湧眞・中島 涼（筑山）井上和博・仁田原史明（大利）園田克利・佐藤悠史（御陵）松本健佑（大野）

日高裕策・中原賢章・香川大・岡山知寬（大野東）重冨大輔（那珂川）末永翔一・田口秀明（那珂川南）園田　匠平・井手　和宏・前田　耕一（那珂川北）

12 競技役員 永吉樹由・辻健生（春日東）野村佳祐・一柳律子（春日）目由紀（春日野）大庭亜美（春日北）龍薗輝・飯開ひろみ（春日南）

齋藤祥太郎（太宰府）福岡隆志（太宰府西）守江直美（学業院）関裕香（太宰府東）原田純季・吉瀬広志（筑陽学園）磨島寛（二日市）

高島亘輝・河野愛理（筑紫野）山元裕樹・中山安紀子（天拝）安永虎吉・古寺亜希子・結城和郎（平野）本田安希登（大野）竹下祥平（那珂川）

13 申込 申込期限　6月13日（月）

申込先　大野中学校（松本）

申込は松本までメールお願いします。申込後の登録変更については、６月１８日の監督者会議に変更後の登録用紙に職印を

押印のうえ提出して下さい。登録用紙はラミネートし、監督者会議時に提出して下さい。
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決勝トーナメント （１，２回戦）　6月25日（土）  春日公園・梅林公園
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（６） 各試合メンバー表は、30名の登録選手の中から20名以内を記入し、試合開始60分前までに提出する。メンバー
表提出後、試合前のウォーミングアップ等で負傷等が発生した場合、試合開始前ならば、試合前に登録した10名
の残り選手から大会本部の判断により、交代要員と変更できる。

1試合警告2回で退場。退場者は次の1試合に出場できない。警告累積2回の選手も次の1試合に出場できない。
また，本大会で退場処分を受けた生徒は，次の試合は自動的に出場が停止され，それ以降の処置
については大会規律委員会（専門部）の裁定に従う。

登録は、大会の事前に３０名を登録する。３０名の変更は、大会当日朝の監督者会議で申し出ること。

準決勝・決勝・３位決定戦　6月26日（日）梅林公園

５・６・７位決定戦　6月26日（日)福岡農業高等学校

決勝トーナメント１，２回戦において，同点の場合はPK戦を行う。準決勝以降においては同点の場合は前後半10
分の延長戦を行う。それでも勝敗が決しない場合は、PK戦を行う。
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14 競技方法

予選リーグ

１８日　試合日程

順位決定について

① 勝ち３　分け１　負け０

② 得失点

③ 総得点

④ ２チームが同率の場合はその該当試合の結果で順位を決定する。

引き分けの場合は、PK戦で決定する。

⑤ 3チームが全て同率の場合はまず、2位・3位グループがPK戦を行い、

１９日　試合日程 その勝者が1位グループとPK戦を行い、順位を決定する。

決勝トーナメント

※２５日の対戦は会場準備の関係を考慮して決定いたします。

２６日福岡農業高等学校　５・６・７位決定トーナメント

25日 ５０分で決着がつかなかった場合はPK戦を行う。

26日 ５０分で決着がつかなかった場合は１０-１０の延長戦を行う。

延長戦でも勝敗がつかなかった場合はPK戦を行う。

９：００～ 筑紫野　-　那珂川 春日西　-　那珂川南 御陵　-　天拝

１０：１０～ 春日野　-　太宰府西筑陽学園　-　太宰府 二日市　-　大野東

春日野　-　筑山 春日東　-　太宰府東 二日市　-　春日北

筑陽学園　-　那珂川北

武蔵台高校会場 那珂川南会場 福岡農業高校会場

那珂川南会場 福岡農業高校会場

大野　-　太宰府東 大野東　-　春日北

学業院　-　筑紫野 太宰府　-　那珂川北 平野　-　筑紫野南

大利　-　春日西 春日　-　御陵

春日南　-　筑紫野南

１０：４０～

１１：５０～

１３：００～

１４：１０～

太宰府西　-　筑山

筑紫野会場

③

３決２６日　

１１：２０～ 春日東　-　大野 春日南　-　平野

１２：３０～ 学業院　-　那珂川 大利　-　那珂川南 春日　-　天拝

13:30
① ②
9:30

③

13:30

２５日（土）　春日公園および梅林公園 ２５日（土）　春日公園および梅林公園
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筑陽学園

那珂川北太宰府

二日市

大野東 春日北

大利

那珂川南春日西

春日

天拝御陵

春日南

平野 筑紫野南

春日東

大野 太宰府東

学業院

筑紫野 那珂川

春日野

太宰府西 筑山
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(1)　各校の引率者は、感染拡大防止のために以下の事項を遵守すること。
①　各校の引率者は試合前に検温など健康状態の確認を行い、以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。

ア　体調が良くない場合。
イ　家族等に感染が疑われる方がいる場合。
ウ　１４日間の経過観察期間を必要とされている家族やその該当者と濃厚接触がある可能性が疑われる場合。

②　大会当日に、各顧問は「体調確認表」を大会本部へ提出すること。
　　また，大会２週間前から「体調記録表」への記録を行い，学校で保管する。
③　ミーティング等においても３密を避け、会話時はマスクを着用する等十分配慮すること。
④　大会申込みについて、顧問は必ず、部員及び保護者から大会参加の同意書を取り、校長責任のもと申込みを行う。

同意書は各学校で保管し、大会参加を選手に強要することがないように配慮すること。
⑤　大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、各校の教頭に速やかに報告するとともに

理事長及び専門部長にも報告し、各学校や行政機関等の指示に従うこと。
(2)　各校の参加者は，１人２枚以上のマスクを持参し，原則マスクの着用を義務付ける。ただし，プレー中に関しては競技の特性上，マスクの着用は強制しない。
(3)　こまめな手洗い、アルコール消毒等による手指消毒を行う。
(4)　水筒や用具等の貸し借りは行わせない。
(5)　応援は大声を出さずに行い，集団で声を発することは禁止する。
(6)　保護者のみの観戦を可とし，卒業生や在校生等の応援は行わない。
(7)　部員または部顧問（関係指導者）の感染が判明した場合

①　大会前に判明した場合，濃厚接触者と特定された場合，濃厚接触者当の判断がでるまで自宅待機の指示が出ている場合においては，
　　当該部員，顧問の出場は認めない。学年・学級閉鎖の場合，該当の学年・学級の選手については大会出場を認めない。
②　大会期間中に発熱等の症状がみられる場合，大会の出場を認めない。（会場へは連れてこない）
　　当日，急に症状が出た場合は、保護者に連絡し帰宅させる。その後，各校の管理職に報告する。

(8)　試合前の挨拶は「礼」のみとし，握手等は行わない。また，開始時の円陣等も組まない。
(9)　共有部分（トイレ等）の消毒を適宜行う。
(10)　ベンチからの指示については，監督及びコーチのうち１名のみとする。
(11) 試合が終わった学校（参加選手全員）は，必ず手洗いを行い，顧問は参加選手の健康観察を行う。
(12) 各学校は試合終了後，各ベンチの消毒を行う。
(13) 試合開始前９０分，もしくは開場時間より前の会場への立ち入りは禁止とする。
(14) その他大会運営にあったっては，「令和４年度筑紫区中学校総合体育大会開催にあたっての感染防止ガイドライン」（別紙参照）に則り行う。

感染防止対策


