
 

 

開催実施要項 

 

１．令和４年度 福岡県高等学校総合体育大会サッカー競技大会 

（ 兼 全国高校総合体育大会サッカー競技県予選 ） 

（ 兼 男子第７４回･女子第１１回全九州高等学校体育大会県予選 ） 

 

２．主  催  福岡県高等学校体育連盟  福岡県教育委員会 

 

３．後  援  （公社）福岡県サッカー協会・小郡市教育委員会・春日市教育委員会 

久留米市教育委員会・西日本新聞社 

 

４．主  管  福岡県高等学校体育連盟サッカー専門部 

 

５．期  日 

 【男子】 競 技 令和４年５月１４日（土）・１５日（日）〔１回戦〕 

令和４年５月２１日（土) 〔２回戦〕 

令和４年５月２２日（日）〔３回戦〕 

令和４年５月２８日（土）〔４回戦〕 

令和４年５月２９日（日) 〔準々決勝〕 

令和４年６月 ４日（土）〔準決勝〕 

令和４年６月 ５日（日）〔決勝〕 

＊本年度、開閉会式は行わない 

 

 【女子】 競 技 令和４年５月１４日（土）・１５日（日）〔リーグ戦〕 

令和４年５月２１日（土）・２２日（日）〔リーグ戦〕 

          令和４年５月２８日（土）〔準々決勝〕 

令和４年５月２９日（日）〔準決勝〕 

           令和４年６月 ４日（土）〔３位決定戦〕 

          令和４年６月 ５日（日）〔決 勝〕 

＊本年度、開閉会式は行わない 

 

６．会  場  県内各地区高等学校・福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ・筑後広域公園多目的人工芝・筑豊緑地公園球技場 

久留米総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ陸上競技場・ミクニワールドスタジアム北九州・小郡市陸上競技場 

 

７．競技規則  2021/2022（公財）日本サッカー協会競技規則による。 

 

８．競技方法及び規定 

【男子】 

（１） 県大会シード９校（東福岡・筑陽学園・筑紫台・高稜・九州国際大学付属・飯塚・希望が丘・東海

大学付属福岡・九州産業大学付属九州）、県内４地区代表、計４０チームによるトーナメント方式

で優勝、第２位を決定する。ただし、各地区代表は中部地区１１チーム・北部地区９チーム・南部

地区８チーム・筑豊地区３チームとする。 

（２） 試合時間は７０分とし、勝敗の決しない場合は２０分の延長戦を行い、なお決しないときは、ＰＫ

方式により次回戦進出チームを決定する。なお、ハーフタイムのインターバルは１０分間とする。 

（３） 試合ごとの登録は２０名以下とし、前半・後半・延長戦を通して必要ある場合は、９名の交代要員

のうち５名に限り交代できる。交代回数は問わない。 

（４） 退場を命ぜられた選手は、次の１試合の出場を停止する。以後の試合については、大会規律・フェ



 

 

アプレー委員会(専門委員会)の裁定に従うものとする。 

ア．また警告の累積を行い、警告を２回受けた選手は、次の１試合の出場を停止する。 

イ．ただし、トーナメント三回戦までの警告に関しては、トーナメント三回戦（２２日）までで

解消するものとする。【退場はその限りではない】 

 

【女子】 

  （１）予選リーグ及び決勝トーナメントにより、優勝、第２位、第３位を決定する。 

Ⅰ．予選リーグ 

① 県大会シード４校（東海大学付属福岡・筑陽学園・福岡女学院・福岡海星女子学院）を除く 

参加校でリーグ戦を行い、決勝トーナメント進出校を決定する。 

② 試合時間は７０分とし、勝敗の決しない場合はＰＫ戦を実施する。 

   Ⅱ．決勝トーナメント 

① 県大会シード４校（東海大学付属福岡・筑陽学園・福岡女学院・福岡海星女子学院）、予選リーグ

上位４校、計８校によるトーナメント方式で優勝を決定する。 

② 試合時間は７０分とし、勝敗の決しない場合は２０分の延長戦を行い、なお決しないときは、Ｐ

Ｋ方式により次回戦進出チームを決定する。なお、ハーフタイムのインターバルは１０分間とする。 

（２） 試合ごとの登録は２０名以下とし、前半・後半・延長戦を通して必要ある場合は、９名の交代要員のうち

５名に限り交代できる。交代回数は問わない。 

（３） 退場を命ぜられた選手は、次の１試合の出場を停止する。以後の試合については、大会規律・

フェアプレー委員会(専門委員会)の裁定に従うものとする。また警告の累積を行い、警告を２回

受けた選手は、次の１試合の出場を停止する。 

 

９．引率・監督について 

（１） 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助

教諭、実習助手、常勤講師、部活動指導員（地方公務員法第22条の2に示された者）又は校長とする。 

（２） 監督・コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部講師の場合は傷害・賠償責任保険（スポー

ツ安全保険等）に必ず加入すること。 

 

１０．参加資格 

（１） 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒で

あること。 

（２） 選手は、本連盟加盟校の生徒で、本開催要項により参加資格を得た者であること。 

（３） 開催要項により参加資格を得た者であること。 

ア． (公財)日本サッカー協会に加盟登録された者(チーム)であること。 

イ．登録選手一覧を試合前に、大会本部に提出すること。 

（４） 年齢は、２００３年（平成１５年）４月２日以降に生まれた者とする。ただし出場は同一競技３回

までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

（５） チームの編成は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成を認めない。 

（６） 統廃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。 

（７） ア．転校・移籍後６ケ月未満の者の参加は認めない。( 外国人留学生もこれに準ずる。） 

ただし、一家転住等のやむを得ない事由による場合は、サッカー専門委員会で調査し高体連会

長の承認があればこの限りではない。 

イ．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。 

ウ．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アに準ずるも

のとする。ただし、この規定ウの適用は当該年度内に限るものとする。ウ.の移籍とは登録変更



 

 

（抹消→新規登録）を指す。適用例を以下に示す。 

例１．当該年度内に登録変更を完了した場合 

        →登録変更後６ヶ月間は試合に出場できない。ただし、年度を越えて適用しない。 

例２. 当該年度末に継続登録せず、登録を抹消した場合 

        →次年度に新規登録後すぐに出場できる。 

（８） 出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。 

（９） 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。 

（10） その他の事項については、全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟大会開催基準要項の参加

資格に準ずる。 

（11） 参加資格の特例 

ア．上記(１)(２)に定める生徒以外、(３)～(９)の大会参加資格を満たし、かつ本連盟が承認した

生徒については、別途に定める規定に従い大会参加を認める。 

イ．上記(４)ア．のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は同

一競技３回限りとする。 

ウ．学年の区分を設けてある課程に在籍する生徒の出場は、３学年までとする。 

 

１１．参加制限 

本連盟大会開催基準要項１２により、当該専門部で別に定める。 

 

１２．参加申込 

（１）高体連の参加申込書に記載されている生徒個人情報について 

    利用目的等  ・大会競技プログラムまたは福岡県高等学校体育連盟ホームページへの掲載 

           ・参加資格の確認（年齢・転校等） 

           ・競技成績については学校名・氏名・成績（記録）のみ公表する事とする。 

    参加申込書の提出により、申込書記載の生徒の個人情報は、上記利用目的に使用する旨の承諾を得た

ものとする。 

 

（２）別紙申込書（今年度もフリーエントリーとする）を作成し、下記①・②・③それぞれに申し込むこと。 

 

【男子】 

①原本を、各チーム大会初戦の試合前に大会本部に登録選手一覧を添えて提出のこと。 

②原本のコピーを、５月３０日(月)必着で下記宛郵送のこと。 

             〒832-0045 柳川市本町１４２ 

福岡県立伝習館高等学校内  古 川  淳  宛 

③参加申込み原本に沿った初戦に出場予定の２０名の参加申込データ（Excelファイル）を下記アド

レスに期日までに送付すること。次の試合に選手の変更があれば、試合がある週の木曜日までに

下記アドレスまでデータを送信すること。 

A:トーナメント一回戦（5/14・15）から参加するチーム → 5月12日（木）12:00まで 

B:トーナメント二・三回戦（5/21・22）から参加するチーム→5月19日（木）12:00まで 

C:トーナメント四回戦（5/28）から参加するチーム → 5月26日（木）12:00まで 

          データ送付先アドレス：fks-jimukyoku@outlook.jp   ←昨年度変更しています 

◎なお、メンバー提出用紙は毎試合ごと各チームで準備すること。 

 

【女子】 

①原本を、各チーム大会初戦の試合前に大会本部に登録選手一覧を添えて提出のこと。 

②原本のコピーを、５月６日(金)必着で下記宛に郵送のこと。 

mailto:fks-jimukyoku@outlook.jp


 

 

〒811-0214 福岡県福岡市東区和白東3-30-1 

福岡工業大学附属城東高等学校内  谷水 健悟 宛 

③原本に沿った初戦に出場予定の２０名の参加申込データ（Excelファイル）を下記アドレスに

５月６日（金）17:00までに送付すること。 

データ送付先アドレス：tanimizu@jyoto.ed.jp  

◎なお、メンバー提出用紙は毎試合ごと各チームで準備すること。 

 

（３）参加申し込みは、引率教員１名・監督１名・選手（今年度もフリーエントリー）とする。 

 

（４）大会要項などの必要書類はすべて福岡県高等学校体育連盟のHPからダウンロードすること。 

（http://www.fukuoka-koutairen.com/） 

１３．個人情報及び肖像権について 

上記取り扱いについては、高体連ＨＰ「個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」に記載の 

とおりとする。 

１４．参加負担金  団体 １チーム5,000円【後日、県事務局が取りまとめて各学校に徴収】 

 

１５．表  彰   第３位まで表彰を行う。 

 

１６．取得制限 

【男子】 

（１） 本大会の１位・２位は、６月１８日～２０日に鹿児島県で開催される第７４回全九州高等学校サッ

カー競技大会に福岡県代表とし出場する権利を得る。 

（２） 本大会の優勝チームは、７月２４日～３０日に徳島県徳島市を中心に開催される令和４年度全国高

等学校総合体育大会サッカー競技に福岡県代表とし出場する権利を得る。 

    

【女子】 

本大会の１位は、６月１８日～２０日に鹿児島県で開催される第１１回全九州高等学校サッカー競技

大会に福岡県代表とし出場する権利を得る。 

 

１６. そ の 他       

（１） ユニフォームは登録された正・副二着のユニフォームを会場まで持参すること。 

背番号は1～20までとする。シャツの前面に番号を付けること。ショーツの前面に番号を付けること

が望ましい。 

（２） 要項記載事項に違反し、その他不都合な行為があった場合は、大会規律・フェアプレー委員会(専門

委員会)の裁定に従うものとする。 

（３） 会場使用の際は、各施設の利用規則に従い、各自（各チーム）でゴミの持ち帰りを徹底すること。 

（４） 【男子】５月９日(月)県高体連サッカー専門部にて組合せを決定し、参加チームに連絡する。 

【女子】県高体連サッカー専門部にて組合せを決定し、参加チームに連絡する。 

（５） 新型コロナウィルス感染拡大状況により、実施の可否、大会規模、会場の変更、実施方法、観客の

制限などについては主催者の判断によって変更する場合がある。感染拡大防止に関する諸注意は、

別紙の感染症対策に記載の通りとする。 

 

※問合せ先  【男子】 福岡県立伝習館高等学校    古川 淳 

            連絡先：０９４４－７３－３１１６（勤務先） 

       【女子】 福岡工業大学附属城東高等学校  谷水 健悟 

            連絡先：０９２－６０６－０７９７（勤務先） 

mailto:tanimizu@jyoto.ed.jp
http://www.fukuoka-koutairen.com/


 

 

個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて 

福岡県高等学校体育連盟 

令和４年４月１日 

  

福岡県高等学校体育連盟は、大会参加申込書等を通じて取得する個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以

下のとおり対応します。 

 

（1） 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い 

ア 大会プログラムに掲載される。 

イ 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがある。 

ウ 競技会場外の掲示板等に掲載されることがある。 

エ 組み合わせ等の内容が大会関連ホームページに掲載されることがある。 

オ 氏名・学校名・学年については、報道の正確性を期すため、大会開催前に報道機関に提供することが

ある。 

 

（2） 競技結果（記録）等の取り扱い 

ア 新聞・雑誌及び県高体連等関連ホームページ等で公開されることがある。 

イ 大会プログラム掲載の個人情報とともに掲載される。 

ウ 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降のプログラムに掲載されることがある。 

 

（3） 肖像権に関する取り扱い 

ア 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された写真が、新聞・雑誌・報告書及

び高体連関連ホームページで公開されることがある。 

イ 県高体連及び各競技専門部で認められた報道機関によって撮影された映像が、中継・録画放映及びイ

ンターネットによって配信されることがある。 

 

（4） 対応について 

ア 取得した個人情報を前記利用目的以外に使用されることはありません。 

イ 参加申込書の提出により、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。 

なお、各競技会における取り扱いに伴い、別途、県高体連専門部及び当該中央競技団体等によって個

別に承諾を確認することがある。 

ウ 大会役員、競技役員、運営役員、その他各種の委員や補助員等大会関係者及び会場に来られた観客の

皆様につきましては、前記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして対応する。 

 


