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第60回東北高等学校サッカー選手権大会兼河北新報旗争奪サッカー選手権大会要項 
 

1. 主    催  東北高等学校体育連盟、(一社)東北サッカー協会、河北新報社 

2. 共  催  秋田県、秋田県教育委員会、由利本荘市、にかほ市、由利本荘市教育委員会 

      にかほ市教育委員会 

3. 後    援  (公財)秋田県体育協会、由利本荘市体育協会、にかほ市体育協会、ＮＨＫ秋田放送局 

4. 特別協力  東武トップツアーズ株式会社、株式会社 ウインスポーツ、株式会社 ミカサ 

5. 主    管  東北高等学校体育連盟サッカー専門部、秋田県高等学校体育連盟 

        (一社)秋田県サッカー協会、(一社)東北サッカー協会  

6. 期    日 

 開会式 平成３０年６月１４日(木) １６：００～（女子：１５日(金)１６：００～） 

 競  技 平成３０年６月１５日(金)～１８日(月)／女子１６日(土)～１８日(月) 

 閉会式 平成３０年６月１８日(月)決勝戦終了後 

7. 会    場 

 開会式 ホテルアイリス 

 競  技 西目カントリーパーク 

仁賀保グリーンフィールド 

水林陸上競技場 

ＴＤＫ秋田総合スポーツセンター 

 閉会式 西目カントリーパーク 

8. 参加資格 

(1) 東北６県に在住する(公財)日本サッカー協会に加盟登録された高等学校等のチームで当該団体に

登録された生徒であること。 

(2) 各県高等学校体育連盟に加盟している高等学校等に在籍する生徒であること。 

(3) 選手は、平成１１年４月２日以降に生まれた者とする。但し、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。 

(4) チームの編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

(5) 転校後６ヶ月未満の者は参加できない。但し、一家転住などやむを得ない場合はこの限りではない。 

(6) 当該該学校長が出場を許可した者であること。 

(7) 外国人留学生の登録は２０人の中に４人以内とし、その中から常時２名以内の出場とする。 

 

9. 出場校数  男子：青森・秋田・岩手・宮城は各3チーム､山形・福島は各2チーム参加の合計16チーム 

女子：各県代表1チームの合計6チーム 

10. 競技方法 

(1) トーナメント方式とする。 

(2) 試合時間は７０分とし、勝敗が決しないときは２０分間の延長戦を行い、なお決しない時はＰＫ

方式により次ラウンド進出チームを決定する。ただし、決勝戦においては、延長戦で勝敗が決し

ない時は、さらに２０分の再延長をする。なお決しない場合は、両チーム優勝とする。優勝旗・

優勝杯の保持については両校の話し合いにより決定する。【女子は第１、第２代表をＰＫ方式に

より決定する】 

(3) ハーフタイムのインターバルは１０分とする。 

(4) ３位決定戦は行わない。 

(5) 競技規則は、平成３０年度(公財)日本サッカー協会制定の競技規則による。 

(6) 競技開始前に出場選手１１名のメンバー表を提出し、残り９名の登録選手の中から５人までが主

審の許可を得て交代することができる。 

(7) 本大会以外の大会で受けた退場処分が敗退などの理由により未消化の場合は、今大会に継続される。 

(8) 試合中に退場を命じられた選手は次の１試合に出場できず、それ以降の処置については本大会規

律・フェアープレー委員会にて決定する。 

(9) 今大会中、警告を累積で２回受けた者は、次の１試合に出場することができない。 

(10) 本大会中の累積警告の数は、次回大会へは持ち越さない。 

(11) 退場を受けた場合の出場停止処分が本大会で消化できない場合は直近の公式戦に持ち越される。 

(12) 天候その他の事情で競技が中断せざるをえない状況の場合は、競技運営本部の指示に従うこと。 
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11. 参加申込 （※エントリーの変更は５名までとする） 

(1) 申込書に登録する人数は顧問１名、監督１名、主務１名、選手２０名とする。 

(2) 参加チームは所定の参加申込用紙を１通作成し、申込〆切日までに下記の送付先へ①原本を郵送

し、その②データをメールにて送信すること。 

■ 申込締切日 平成３０年６月８日（金） １５：００必着 

■ 送付先  〒015-8530 秋田県由利本荘市石脇字田尻30 

     秋田県立由利工業高等学校  齋藤 伸行 宛 

                     TEL：0184-22-5520  FAX：0184-22-5504 

                      e-mail： shinko0411@yahoo.co.jp  

■ 参加料  参加する全てのチームは下記のとおり参加料を期日までに納入すること。 

(1) 金  額 ２３，０００円（男女共通） 

(2) 納入期限 平成３０年６月８日（金） 

(3) 納入方法 銀行振り込み用紙にて払い込むこと。  

(4) 払込先口座：秋田銀行 湯沢支店 普通 1029416 

 加入者名：東北選手権 会計 石垣裕介  

※ 銀行からの『振り込み用紙』をもって領収書に代えることとする 

 

12. 組み合わせ 

   平成３０年６月６日(水)東北高等学校体育連盟サッカー専門部委員長会議において抽選し決定する。 

  ※６月７日(木)より(一社)秋田県サッカー協会ＨＰ(http://www.fa-akita.net)に掲載する。   

 

13. エントリー変更 登録選手の変更をする場合は、監督会議の際に所定の用紙を提出して行う。 

 

14. 表彰 

 優勝以下３位まで賞状を授与し、これを表彰する。 

 男子優勝チームには、河北新報社優勝旗とＮＨＫ杯を授与する。 

 女子優勝チームには、優勝杯を授与する。 

 男・女優勝チームは、次回までこれを保持する。 

 男・女優勝チームには、記念品としてレプリカ（男：ＮＨＫ杯、女：優勝杯）及びメダルを贈呈する。 

 男・女準優勝チームには、記念品としてメダルを贈呈する。 

 女子の優勝チーム・準優勝チームは平成３０年度全国高等学校総合体育大会(宮城県開催)の出場権を得る。 

 

15．宿泊  出場チームは、宿泊・弁当を事務局（宿泊・弁当担当業者）への斡旋依頼を原則とし、別紙の 

      「宿泊・弁当申込書」にて平成３０年６月８日(金)までに申し込むこと。 

 

16．代表者会議・開会式 

  〔男子〕 期 日 平成３０年６月１４日(木) 代表者会議 15:00～ 開会式 16:00～  

              ※選手１名出席（選手はクラブジャージまたは制服での出席とする） 

       会 場 ホテルアイリス 

      〒015-0821 由利本荘市肴町5番地  TEL 0184-24-5115 

 

  〔女子〕 期 日 平成３０年６月１５日(金) 代表者会議 15:00～ 開会式 16:00～  

              ※選手１名出席（選手はクラブジャージまたは制服での出席とする） 

       会 場 ホテルアイリス 

      〒015-0821 由利本荘市肴町5番地  TEL 0184-24-5115 

 

17．ユニフォーム 

(1) 参加チームは正副の異色のユニフォームを用意すること。なお、異色とはシャツ・ショーツ・ス

トッキングのそれぞれが異色であることをいう。 

(2) シャツの前面・背面に参加申込書に登録された選手固有の番号をつけること。ショーツの番号に

ついては付けることが望ましい。（なお、番号は１～２０番までの通し番号とする）また、副ユ

ニフォームについても同様である。 

(3) 縞のユニフォームの背番号は台地に番号を入れること。 

(4) 審判と同一色（黒）または類似色（濃紺）のシャツを用いることはできない。 
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(5) ユニフォームの色、選手番号の参加申込以後の変更は認めない。 

(6) その他の事項については(公財)日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に則る。 

18．備考 

(1)参加資格に違反や、その他不都合な行為があったときは、そのチームの出場を停止する。 

(2)選手は(公財)日本サッカー協会の選手証と健康保険証を携帯すること。(監督会議で選手証をチェックする) 

   ※選手証とは本協会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、またスマ

ートフォンやＰＣ等の画面に表示したものを示す。 

   (3)引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長の認める学校の職員とする。 

また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」(学校教育法施行規則78条の2に示された者)も可とする。

但し、｢部活動指導員｣に引率を委嘱する校長は、都道府県高体連会長に事前に届け出る。 

   (4)監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険(スポーツ安全保 

険等)に必ず加入することを条件とする。但し、各都道府県における規程があり、引率・監督者がこの基準よ 

り限定された範囲内であればその規程に従うことを原則とする。 

 

19．大会担当連絡先  

  【秋田県高等学校体育連盟サッカー専門部】 

〈委 員 長〉髙橋佳照 携帯：090-4635-2324 e-mail：takahashi-yoshiteru@akita-pref.ed.jp 

勤務先：〒019-2112 大仙市刈和野字北ノ沢嶋山5-1 秋田県立西仙北高等学校   

TEL：0187-75-1002／FAX：0187-75-1004 

  〈総務委員長〉齋藤伸行 携帯：090-2024-2230 e-mail：shinko0411@yahoo.co.jp 

勤務先：〒015-8530 由利本荘市石脇字田尻30 秋田県立由利工業高等学校   

TEL：0184-22-5520／FAX：0184-22-5504 

【競技日程】 

 

日程 

競技会場 

準備日 

* * * 

男子1回戦 

準備日 

男子2回戦 

女子1回戦 

男子準決勝 

女子準決勝 

男子決勝 

女子決勝 

6/14(木) 6/15(金) 6/16(土) 6/17(日) 6/18(月) 

A 西目カントリーパーク  （準備） 男２ 男２ 
男１ 

女❶ 

B 仁賀保グリーンフィールド （準備） 男２ 男２   

C TDK秋田総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ前 （準備） 男２    

D TDK秋田総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ奥 （準備） 男２    

E 水林陸上競技場 （準備） 男２ 女❷ 女❷  

                （男子開会式・監督会議は6/14(木) ホテルアイリスにて開催） 

                （女子開会式・監督会議は6/15(金) ホテルアイリスにて開催） 

【諸会議日程】 

日程 会議名 場所 開始時間 

6/14(木) 

男子監督会議 ホテルアイリス １５：００～ 

男子開会式 ホテルアイリス １６：００～ 

東北技術委員長会議 ホテルアイリス １７：００〜 

6/15(金) 

女子監督会議 ホテルアイリス １５：００～ 

女子開会式 ホテルアイリス １６：００～ 

東北高体連男女専門委員長合同会議 ホテルアイリス １７：００～ 

6/16(土) 東北高体連男女別専門委員長会議 ホテルアイリス １６：００～ 


