
令和 2年度 第 99回全国高校サッカー選手権大会 山形県大会 実施要項 
 

1 主 催 NPO法人山形県サッカー協会・山形県高等学校体育連盟・山形新聞・山形放送 

 

2 後 援 読売新聞 

 

3 主 管 県内各地区サッカー協会・山形県高等学校体育連盟サッカー専門部 

 

4 期日及び競技日程 

10月 10日（土）-11日（日） 10時 30分/13時 30分(10時/12時/14時)試合開始 

10月 17日（土）-18日（日） 10時 30分/13時 30分試合開始 

10月 24日（土）       10時 30分/13時 30分試合開始  

11月 1日（日）       13時 05分試合開始 

 

5 会 場 

小真木原陸上競技場、県総合運動公園サッカー場、東根市中央運動公園、飯森山公園多目

的グラウンド、東北公益文科大学グラウンド、県内各高等学校グランド他 

 

6 参加資格 

(1) 全国高校サッカー選手権大会基本要項に準ずる。 

(2) 最新年度に（公財）日本サッカー協会に加盟登録された高等学校チームで当該団体に登

録された生徒であること。 

(3) 山形県高等学校体育連盟に加盟または準加盟している高等学校生相当であること。 

(4) 平成 13年(2001年)4月 2日以降に生まれた生徒であること。ただし、同一学年での出

場は一回限りとする。 

(5) チーム編成において、全日制と定時制の生徒による混成チームは認めない。ただし、統 

合・合併予定校同士の混成チームについては、高体連規約に準ずる。 

(6) 転校後 6カ月未満のものは参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる）ただし、

一家転住等やむを得ない場合は、都道府県高体連会長の許可があればこの限りではない 

(7) 高体連加盟チームに所属していた選手は他校において 6ヶ月間は出場できない。 

(8) 転校の有無にかかわらず、他の連盟から高体連加盟チームに移籍する場合は上記(6)に準

ずるものとする。ただし、この規定(8)の適用は当該年度内に限るものとする。 

(9) 学校長の出場承認を受けた者であること。 

(10) 外国人留学生の登録は 4名までとし、試合出場は 2名までとする。 

 

7 競技規定 

(1) (公財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則 2020／2021」による。     

(2) 選手登録は 25名とする。内 20名を大会当日エントリーする。 

(3) 試合開始前に、選手と最大 9名までの交替要員の氏名を主審に通告し、交替要員のうち          

5名まで主審の許可を得て交替することができる。延長戦において交代枠は増えない。 

(4) 今大会において退場処分を命じられた競技者は、次の 1試合に出場できず、それ以降の 

処置については、大会の規律委員会で決定し、該当チームに指示をする。 

(5) 今大会において警告を累積 2回受けた競技者は、今大会の次の 1試合に出場できない。 

(6) ユニホームについては下記の事項に注意すること。 

① 背番号は 1から 25番までの通し番号で、参加申込書と同じ番号とする。 

② FP、GKともに明瞭に区別された異色の正副 2着を必ず携帯すること。 

③ 縞のユニホームの背番号・胸番号は台地に番号を入れること。 

④ 審判と同一色または類似色の上衣を用いることはできない。 



⑤ ストッキングに巻くバンテージやサポーター等は通達の通りとする。 

 

 

8 競技方法 

(1) トーナメント方式とする。 

(2) 試合時間は 80分とし、勝敗が決しない時は一回戦より 20分の延長を行い、なお決しな

い時は PK方式により勝敗を決する。 

(3) インタバルタイムは 10分とする。 

 

9 参 加 料 各校 1チーム 10,000 円とする。 

 

10 参加申込 

(1) 申込書に登録し得る人員は、監督 1名、引率 1名、選手 25名とする。 

(2) 各チームは 3級以上の有資格者の帯同審判員を確保すること。 

(3) 申込は、所定の申込書 2部と参加料、必要書類を添えて下記に申し込むこと。 

(4) 申込締切日は 9月 11日（金）17時まで必着のこと。 

 

11 参加申込先 

【置賜地区校の申込先】 

米沢工業 佐藤 秀俊 

〒992-0017 米沢市大字川井 300番地 

e-mail ssatohidet@pref-yamagata.ed.jp 

Tel 0238-28-7050 Fax 0238-28-7051 

【村山地区校の申込先】 

 山形城北 渡邉 和俊 
〒990-0824 山形市肴町 1丁目 13番 

e-mail johoku-a@ma.catvy.ne.jp 

Tel 023-645-3377 Fax 023-645-3378 
【最北地区校の申込先】 

 新庄東 小野 大志 

〒996-0051 新庄市松本 596番地 

e-mail vitalpro3600mg@yahoo.co.jp 

Tel 0233-22-1562 Fax 0233-22-0095 

【田川地区校の申込先】 

鶴岡東 三浦裕生 

〒997-0022 鶴岡市切添町 22番 30号 

e-mail  top@tsuruokahigashi@ac.jp 

Tel 0235-22-0223 Fax 0235-25-6150 

【飽海地区校の申込先】 

 酒田南 吉泉 裕哉 

〒998-0031 酒田市浜田 1丁目 3番 47号 

e-mail h.yoshiizumi@sakataminami-h.ed.jp 

Tel 0234-22-4733 Fax 0234-22-4734 

 

 

12 登録選手の追加変更 

(1) 登録選手等の追加変更について、10月 6日（火）正午までの追加変更を認める。 

(2) メンバー追加変更人数は合計で最大 5名までとする。ただし、番号の変更はできない。 

(3) 追加変更の手続きはメールにより、下記のアドレスに送付すること。試合会場への原本

の提出は不要とする。 
 

【変更の申込先】 

山形東 今野誉康 

〒990-8525 山形市緑町 1-5-87 

e-mail footballer20ban@hotmail.com 

Tel 023-631-3501  Fax 023-631-3517 

 

13 表 彰 

 優勝以下、第 3位まで表彰状、優勝・準優勝校にはメダルを授与し、優勝校には優勝旗を授

与し、次回までこれを保持せしめる。優勝チームは全国大会へ出場できる。 



 

14 組み合せ 

 (1) 9月 17日（木）14時より公開抽選会を 山形県総合運動公園 大会議室 において行う。 

(2) 式前に選手証・選手登録一覧を提出し、チェックを受ける。(選手証については下記

17(15)を参照すること) 

 

15 開会式・監督主将会議 

(1) 9月 17日（木）15時より 山形県総合運動公園 大会議室 において行う。 

 (2) この席上優勝旗返還並びにレプリカの授与を行う。 

  

 

16 宿 泊 

 宿泊は学校毎に対応する事とし本部での斡旋は行わない。 

 

17 連絡事項 

 (1) 参加資格違反や不正な行為のあったときはチームを出場停止とする。 

 (2) 試合球（公認球）を各校持ちよりとする。ただし、ベスト 16 からは主催者で準備する。 

 (3) 試合会場への移動は各チームで行うこと。 

 (4) メンバー表の提出は試合開始 45分前に本部に提出すること。 

(5) ユニホームの確認は試合開始 70分前に本部に正副持参の上、審判員立会の上確認を受 

けること。 

  (6) ベンチは対戦番号の若い方が、コートから本部を見て右側を利用する。 

  (7) 背番号は必ず参加申込書に登録された選手固有の番号をつけること。 

 (8) ベンチに入れる人数は選手 9名・役員 5名の計 14名とする。役員についてはメンバー 

表に記載されたものとする。控えの選手はビブスを着用すること。 

  (9) 今大会は 3回戦まで帯同審判制で実施致する。各チームとも帯同審判員の確保において

大会運営に迷惑をかけることのないよう注意すること。棄権した場合でも帯同審判の義

務は生ずる。 

 (10) 昼食の斡旋は行わない。各チームで手配すること。 

 (11) 陸上競技場の場合はテクニカルエリアを設ける。 

 (12) 飲水タイムは天候の状況に応じて設ける。 

(13) 熱中症対策は各チーム厳に対処すること。 

(14) 荒天雷雨時の順延等の決定については専門部理事会で決定する。 

(15) 各チームの登録選手は、原則として日本協会発行の選手証を持参しなければならない。

ただし、写真貼付により、顔の認識ができるものであること。(抽選会前に提出し、監督

主将会議終了時までにチェックを受ける) 

    ※ 選手証とは、日本協会WEB登録システム「KICKOFF」から出力した選手証・

選手登録一覧を印刷したもの、またはスマートフォンや PC等の画面に表示した

ものを指す。チェックの迅速化のため、写真貼付された選手登録一覧の提出への

協力をお願いしたい。 

(16) 追加変更された選手の選手証の確認は、当該チームの初戦の会場にて、選手証または印

刷された選手登録一覧によってなされる。（その他の選手の確認は、抽選会・監督主将

会議においてなされるため、試合当日は不要である） 


