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令和４ 年度全国中学校体育大会 

 第５ ３ 回全国中学校サッカー大会要項  
 

１ 目 的  この大会は、中学校教育の一環として中学校生徒に広くサッカー競技実戦の機会を与え、技術の向

上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健康な中学校生徒を育成するとともに、

中学校生徒の相互の親睦をはかるものである。 

 

２ 主 催  (公財)日本中学校体育連盟     (公財)日本サッカー協会 

山形県教育委員会  鶴岡市教育委員会  三川町教育委員会  庄内町教育委員会 

酒田市教育委員会  遊佐町教育委員会 

 

３ 主 管  東北中学校体育連盟  山形県中学校体育連盟  (特非)山形県サッカー協会 

 

４ 後 援    スポーツ庁  全日本中学校長会  全国都道府県教育長協議会 

全国市町村教育委員会連合会  (公社)日本ＰＴＡ全国協議会  日本私立中学高等学校連合会 

ＮＨＫ  全国新聞社事業協議会  毎日新聞社 

山形県  鶴岡市  三川町  庄内町  酒田市  遊佐町 

山形県中学校長会  (公財)山形県スポーツ協会  山形県ＰＴＡ連合会   

山形新聞・山形放送  (株)山形テレビ  (株)テレビユー山形  (株)さくらんぼテレビジョン 

 

５ 会 期  令和４年８月１７日（水）～２２日（月）  

１７日（水） 監督会議    荘銀タクト鶴岡    １３時００分～  

開始式     荘銀タクト鶴岡    １４時４５分～ 

１８日（木） １回戦     （１６試合／８会場） ９時３０分～ 

１９日（金） ２回戦     （８試合／４会場）  ９時３０分～ 

２０日（土） 準々決勝    （４試合／４会場）  ９時３０分～ 

２１日（日） 準決勝     （２試合／２会場）  １０時００分～ 

表彰式     （第３位校）     準決勝終了後 

２２日（月） 決勝      （１試合）      １０時００分～ 

表彰式     （第１位・２位校）  決勝戦終了後 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、開会式は簡略化した 

開始式とし、閉会式は表彰式に含めて実施する。 

 

６ 会 場  ①鶴岡市小真木原陸上競技場（天然芝） 

②鶴岡市小真木原東多目的広場（天然芝） 

〒997-0825 山形県鶴岡市小真木原町２番１号       TEL 0235-25-8131 

③三川町立三川中学校グラウンド（天然芝） 

〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字堤１０５番地 TEL 0235-66-3117 

④庄内町八幡スポーツ公園サッカー場（人工芝） 

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字館之内１３番地２ TEL 0234-43-3347 

⑤庄内空港緩衝緑地多目的広場（天然芝） 

〒998-0112 山形県酒田市浜中粮畑３０６番地の７     TEL 0234-92-4427 

⑥酒田市飯森山多目的グラウンド（天然芝） 

〒998-0055 山形県酒田市飯森山二丁目１３番地       TEL 0234-31-5231 

⑦酒田市光ケ丘球技場（人工芝） 

〒998-0061 山形県酒田市光ケ丘三丁目４５番地の１２    TEL 0234-33-7911 

⑧酒田北港緑地多目的広場（天然芝） 

〒998-0075 山形県酒田市高砂地内                      TEL0234-43-6658 
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７ 参加資格 

（１）参加者は、都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍する生徒で(公財)日本サッカー協会に加盟し、全国

大会参加資格を得た一校単位で組織するチームであること。ただし、全国中学校体育大会合同チーム参加

規程に基づき、都道府県中学校体育連盟会長が認めた合同チームは参加できるものとする。なお、(公財)

日本サッカー協会の女子加盟チーム選手は在籍中学校の生徒であれば、移籍を行うことなく、本大会に参

加することができる。 

（２）年齢は、平成１９年(２００７年)４月２日以降に生まれた者に限る。 

（３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、令和４年６月３０日までに、各都道府県中学校体育連盟を通し

て(公財)日本中学校体育連盟に申し出ること。 

（４）１チームは、引率者１名・監督１名・コーチ１名・選手１８名の計２１名以内とする。 

（５）令和４年度全国中学校体育大会の他競技(夏季大会)に出場していない者であること。 

（６）参加資格の特例  

学校教育法１３４条の各種学校(１条校以外)に在籍し、都道府県中学校体育連盟の予選会に参加を認めら

れた生徒であること。 

※参加を希望する各種学校は、以下の条件を具備すること。 

ア 全国大会の参加を認める条件 

（ア）(公財)日本中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 

（イ）生徒の年齢及び修業年限が、我が国の中学校と一致している単独の学校で構成されていること。 

（ウ）参加を希望する学校にあたっては、運動部活動が教育活動の一環として、日常継続的に該当校顧問

教員の指導のもとに、適切に行われていること。 

イ 全国大会に参加した場合に守るべき条件 

（ア）全国大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとともに大会の円滑な

運営に協力すること。 

（イ）全国大会参加に際しては、責任ある当該校校長または教員が生徒を引率すること。また、事故発生

に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全の事故対策を立てておくこと。 

（ウ）大会開催に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をすること。 

（７）個人情報の取り扱い（利用目的） 

大会の主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、(公財)日本中学校体育連盟「個人情報保護方針・

規程」に基づき、取得する個人情報について適切に取り扱う。また、取得した個人情報は、競技大会の資

格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホームページ・掲示板・報道発表・記録発表

（記録集）等、その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。大会に参加する各選手はこれに同意

する。 

 

８ 参加料 

 （１）参加選手一人につき３，０００円とする。 

 （２）参加料は、口座振込で８月１０日（水）までに下記口座に振り込むこと。 

※振込手数料は各校負担とする。 

 （３）参加申し込み締め切り以後の参加取消や不出場の場合、参加料の返金は行わない。 

  山形
ヤマガタ

銀行
ギンコウ

   鶴岡
ツルオカ

支店
シテン

 

  普通預金   口座番号 ９９７２７７ 

  口座名   『全 中
ゼンチュウ

サッカー
サ ッ カ ー

山形
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大会
タイカイ

 実行
ジッコウ

委員会
イインカイ

 事務
ジ ム

局 長
キョクチョウ

 高山
タカヤマ

久
ヒサシ

』 

 

９ 引率者及び監督 

（１）参加生徒の引率者・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員※１とする。部活動指導員が引率・監督

を務める場合は、「参加申込書」の監督及び引率者の欄に指示されている印をつけ、必要事項を記入す

る。なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。 

※１ ここでいう「部活動指導員」は、学校教育法施行規則第７８条の２に示されている者をいう。以下

同じ。 
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（２）コーチが外部指導者の場合は、出場校の校長が認めた成人とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書

（校長承認書）」に必要事項を記入し、参加申込み時に提出する。ただし、当該校以外の中学校教職員

は、外部指導者（コーチ）にはなれない。また、同一人が複数校の外部指導者（コーチ）にはなれない。 

（３）全国大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）、トレーナー等

は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者また、は学校設置者から懲戒処分

を受けていない者であることとしている。校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。なお、外部

の指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けていないこととする。 

（４）全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規定「（２）条件⑦」 

合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。ただし、やむを得ない場合は校

長・教員（部活動指導員は含まない）による代表引率・監督を認める。 

※複数校の部活動指導員を務めている場合は、全国大会の引率・監督を担当する学校を決定し所属する都

道府県中学校体育連盟に報告すること。 

 

１０ 参加校  下記地区ブロックから選出された３２チームによって行う。 

地区 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 開催地 計 

割当数 ２ ３ ７ ２ ３ ５ ２ ２ ５ １ ３２ 

 

１１ 競技規則 

（１）(公財)日本サッカー協会制定「サッカー競技規則 2022/23」による。 

（２）交代に関しては、競技開始前に登録した最大交代要員の中から、７名までの交代が認められる。（一度退

いた選手は再び出場することができない） 

（３）試合球は、競技規則第２条に適合する５号球とし、指定された試合球を使用する。 

※酒田市飯森山多目的グラウンド、庄内空港緩衝緑地多目的広場、酒田市光ケ丘球技場、酒田北港緑地多

目的広場においては、モルテンＦ５Ａ４９００を使用する。 

※鶴岡市小真木原陸上競技場、鶴岡市小真木原東多目的広場、三川町立三川中学校グラウンド、庄内町八

幡スポーツ公園サッカー場においては、ミカサＦＴ５５０Ｂを使用する。 

（４）設定したテクニカルエリアの範囲内で、ベンチ入りした引率者・監督・コーチのうち、１回につき１名が

指示することができる。 

（５）本大会において退場を命じられた選手・引率者・監督・コーチは、次の１試合に出場することができな

い。違反行為の内容によっては、本大会規律フェアプレー委員会でそれ以後の処置について決定する。各

ブロック大会における退場による出場停止処分の未消化分に関しては、全国大会でも適用される。 

（６）本大会期間中、警告は累積され、２回の警告を受けた選手、ベンチ入りした引率者・監督・コーチは次の

１試合に出場できない。 

 

１２ 競技方法 

（１）ノックアウト方式により優勝以下第３位まで決定する。（３位決定戦は行わない） 

（２）決勝戦において雷等の不測の事態により試合が成立しない場合は、両校優勝とする。その他については、

大会申し合わせ事項による。 

（３）試合時間は、６０分（３０分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始まで）

は原則１０分とする。勝敗が決しないときは１０分間（５分ハーフ）の延長戦を行い、なお決しないとき

にはＰＫ方式により次回戦に進出するチームを決定する。決勝戦においても同様に、延長戦を行い、なお

決しないときには、ＰＫ方式により優勝チームを決定する。 

 

１３ 表 彰 

（１）優勝チームに、(公財)日本中学校体育連盟よりトロフィー、(公財)日本サッカー協会より優勝旗（持ち回

り）、ＮＨＫよりＮＨＫ盾（持ち回り）、文部科学省より盾を授与する。 

（２）優勝以下３位までに、賞状ならびにメダルを授与する。 

（３）優秀選手を選出し、本大会実行委員会よりメダルを授与する。 

（４）フェアプレー賞として該当１チームを選出し、(公財)日本サッカー協会よりトロフィーを授与する。 
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１４ 参加申込 

（１）「申込書」は、大会ホームページ上の所定様式をダウンロードして作成し提出する。また、「申込書」と

共に鮮明な「チーム写真」と「チーム紹介」原稿も提出する。加えて、コーチが当該校教員以外の外部指

導者の場合は、所定の「外部指導者（コーチ）確認書」に写真（上半身：３０㎜×２４㎜）を１枚貼付か

つ１枚添付し提出する。 

   ※ただし、各写真については背景に個人情報が含まれないよう注意すること。 

【提出①】「申込書」と「チーム写真」データを８月２日（火）までに下記にE-mail で送付すること。 

【提出②】用紙に出力し校長「公印」を押印の上、各ブロック大会監督会議時に持参すること。 

※各ブロック長は内容を確認し、下記の大会実行委員会事務局へ８月６日（土）必着で送付すること。 

※表書きに「第５３回全国中学校サッカー大会申込書在中」と朱書きすること。 

（２）申し込みの上の注意点 

①選手の「位置」については、ＧＫ、ＤＦ、ＭＦ、ＦＷの書き方で記入すること。 

②選手・引率者・監督・コーチに変更がある場合は、所定の「選手・引率者・監督・コーチ変更届」に必

要事項を記入して「校長印」を押印の上、原稿とコピー６０枚を監督会議に提出すること。ただし、選

手の変更は３名までとし、選手・引率者・監督・コーチの追加登録は認めない。また、外部指導者（コ

ーチ）の変更の場合は上記（１）と同様の手続きをすること。 

（３）(公財)日本サッカー協会のＷＥＢ登録を８月５日（金）１６時００分までに完了すること。 

［(公財)日本サッカー協会ホームページ http://www.jfa.or.jp］ 

（４）申込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 諸会議 

（１）監督会議  日時  令和４年８月１７日（水）  １３時００分から 

場所  荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館） 

〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町１１番６１号    TEL 0235-24-5188 

※監督が出席すること。 

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によりＷＥＢ会議になる場合がある。 

ＷＥＢ会議の場合、８月１７日（水） １５時００分開始予定。 

（２）競技部会  日時  令和４年８月１７日（水）  １６時３０分から 

場所  荘銀タクト鶴岡（鶴岡市文化会館） 

〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町１１番６１号    TEL 0235-24-5188 

 

１６ 宿泊・選手輸送 

（１）宿泊要項（「宿泊・弁当 申込要項」）は別紙とする。大会出場者（引率・監督・コーチ・選手）の宿泊

については、必ず宿泊要項にある指定業者を通して申し込むこと。 

（２）申込みは、８月１０日（水）１６時００分まで指定業者へ直接行うこと。問い合わせ等も指定業者に行う

こと。 

（３）選手輸送の希望がある場合は、宿泊申込み時に一緒に申し込むこと。 

 

 

 

  〒９９７―０８１４  山形県鶴岡市城南町２５番１号 

             鶴岡市立鶴岡第三中学校内 

  令和４年度全国中学校体育大会 

  第５３回全国中学校サッカー大会実行委員会事務局 

                      担当者  大須賀 龍人 

   TEL ０２３５－４１－９１５８   FAX ０２３５－２２―２８４５ 

   携帯 ０８０－９６２８－７４６８（大会事務局） 

   E-mail ： zenchusoccer2022@icloud.com 
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（４）指定業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）出場チームには(公財)日本サッカー協会から宿泊費補助金が支給される。 

支給額：２回戦まで…32チーム出場試合前泊分として１試合(１泊)当たり 18,000円（1,000 円×18名） 

３回戦以降…８チーム出場試合前泊分として１試合(１泊)あたり 144,000円（8,000 円×18名） 

※宿泊要項に従わない場合は、補助金は支払わない。 

 

１７ 組合せ抽選 

組合せは、８月１０日（水）１５時００分からＷＥＢ会議にて行い決定する。決定した組合せは、(公財)

日本サッカー協会ホームページと、本大会ホームページに掲載する。 

 

１８ ユニフォーム 

（１）ユニフォームは、参加申込書に記入したものを使用すること。参加申込書送付以降の変更は認めない。ま

た、背番号の変更も認めない。 

（２）ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）は、正の他に、副として異なる色彩のユニフォームを参加

申込書に記載し、必ず試合会場まで携行すること。（ナショナルチームエンブレム・広告等の入ったユニ

フォームについては、その部分を覆うこと） 

（３）審判員と同一色または類似色（黒や紺）のユニフォームをシャツに用いることはできない。なお、ショー

ツとソックスは黒や紺のみでも可とする。また、両方が黒や紺であるものも許される。ゴールキーパーに

ついても同様である。 

（４）シャツの前面・背面に参加申込書に登録された選手番号を付けること。ショーツにも選手番号を付けるこ

とが望ましい。なお、番号は１番から９９番までとする。副のユニフォームについても同様である。選手

番号の大きさは、シャツ背面縦２５cm程度、シャツ前面縦１０cm程度、ショーツの前面の右側または左側

に縦８cm程度、横はこれに比例した適当な大きさで見やすい番号とする。なお、ユニフォームのシャツが

縞（縦縞・横縞ともに）の場合は、背番号表示をわかりやすくすること。 

（５）主審は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判別しがたいと判断したときは、両チーム

の立ち会いのもとに、着用するユニフォームを決定する。主審は、両チームの各２組のユニフォームのう

ちから、シャツ、ショーツ及びソックスのそれぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定することが

できる。 

（６）上記事項が守れない場合は、試合に出場できないこともある。その他の事項については(公財)日本サッカ

ー協会ユニフォーム規程に則る。 

 

１９ その他 

（１）競技中の傷害・疾病については、応急処置のみ実施する。以後の責任については一切負わない。大会参加

者は健康保険証を持参することが望ましい。（健康保険証がない場合、保健医療が受けられないこともあ

る） 

（２）傷害等の補償措置については、校長の責任において(独)日本スポーツ振興センター法を適用する。 

（３）練習会場については、８月１６日（火）、１７日（水）に割り当てられた各会場とする。 

（４）本大会は、最新版「(公財)日本中学校体育連盟 全国中学校体育大会実施上のCOVID-19 感染拡大予防ガ

イドライン」及び「(公財)日本サッカー協会 ＪＦＡサッカー活動の再開に向けたガイドライン」を基に

作成した「令和４年度全国中学校体育大会 第５３回全国中学校サッカー大会 新型コロナウイルス感染

症の影響下における大会運営のガイドライン」に従って大会を開催する。 

 

近畿日本ツーリスト株式会社 山形支店  担当： 粟野・近江・宍戸 

営業時間 ９：３０～１７：３０（土日祝日休業） 

 〒９９０－２４５３ 山形県山形市若宮三丁目７番８号 イオンモール山形南２Ｆ 

 TEL ０２３－６８５－８２０４    FAX ０２３－６８５－８０３０ 

 E-mail ： yamagata@or.knt-th.co.jp  

http://www.jfa.jp/documents/pdf/basic/br22.pdf
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２０ 連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会ホームページURL 

https://www.zenchusoccer2022.com/ 
 

令和４年度全国中学校体育大会 北海道・東北ブロック大会スローガン 

 

 

 

  〒９９７―０８１４  山形県鶴岡市城南町２５番１号 

             鶴岡市立鶴岡第三中学校内 

  令和４年度全国中学校体育大会 

  第５３回全国中学校サッカー大会実行委員会事務局 

                      担当者  大須賀 龍人 

   TEL ０２３５－４１－９１５８   FAX ０２３５－２２―２８４５ 

   携帯 ０８０－９６２８－７４６８（大会事務局） 

   E-mail ： zenchusoccer2022@icloud.com 

咲かせよう君の花 北の大地とみちのくで 

https://www.zenchusoccer2022.com/

