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高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022関西
公益財団法人

サンライズリーグ1・２部

要項

サンライズリーグ

日本サッカー協会、(一社) 関西サッカー協会

（一社）大阪府サッカー協会（一社）兵庫県サッカー協会（一社）京都府サッカー協会
（公社）滋賀県サッカー協会（一社）奈良県サッカー協会（一社）和歌山県サッカー協会
株式会社モルテン
・2022年3月5日（土）～10月1日（土）
・関西各府県会場（セントラル開催及び参加チーム提供G併用）
（Jアカデミー施設、近隣高校会場、私営（クラブ保有）会場

ほか）

○2022年度のリーグ編成は、2021年度実績から以下の通りとする。
【1部】・2021年度サンライズリーグ1部結果による。［12チーム］（2部1位昇格，降格なし）
①ヴィッセル神戸
⑤セレッソ大阪
⑨京都サンガ

②大阪市ジュネッス
⑥MIOびわこ滋賀

⑩ガンバ大阪

③ガンバ大阪門真

⑦セレッソ大阪西

⑪ディアブロッサ高田

④奈良YMCA

⑧RIP ACE
⑫柏田SC

・2021年サンライズリーグ2部より昇格［1チーム］
出場チーム

〇千里丘FC

決定方法
【2部】・2021年度サンライズリーグ２部結果による。［9チーム］（2部1位昇格，降格なし）
➁ヴィッセル神戸伊丹

③伊丹FC

④宇治FC

⑤Vervento京都

⑦セレッソ大阪和歌山

⑧SOLESTRELLA NARA2002

⑥IRIS生野

⑨CANARINHO FC RIO ⑩Bandiera AKATSUKI
・2022年度サンライズリーグ昇格決定戦により昇格した参入チーム［3チーム］
○FCフレスカ神戸

○ サルパFC

○高槻ジーグFC

・2021年12月27日（月）必着
大会エントリー

・下記アドレスにメールの上、「チーム情報エントリー」を行う。
・メールアドレス：2022sunrise.entry@gmail.com
件名：『高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022関西

サンライズリーグ1・2部エントリー』

下記項目を本文へご記入下さい。
チーム名：
代表者氏名：
メール内容

連絡者氏名：
住所：
連絡先電話番号：
連絡先携帯電話番号：
E-mailアドレス（携帯不可）：

・参加費振込み期日に指定された口座へ振り込んだものを大会費用として運用する。
・期限内に振込みがなかった場合、いかなる理由でも大会への参加を認めない。
・参加費振込み期日：

2022年2月1日(火)

・参加費：
参加費

【1部】150,000 円

【2部】130,000円

・参加費の振込み先：●ゆうちょ銀行
●口座記号番号00990-0-169460
●加入者名：関西サッカー協会
※通信欄に依頼人住所、氏名、電話番号、振込科目「高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022関西
サンライズリーグ参加費」

団体名「チーム名」をご記入下さい。

・登録用紙（書式１号・２号）の色つき箇所に必要事項を入力し、下記アドレスに送信する。
提出書類

・メールアドレス：2022sunrise.entry@gmail.com
・期日：

2022年2月1日(火)

・2022年2月21日(月)
・大会にエントリーするチームはリーグ代表者会議への出席を義務付ける。
代表者会議

・高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022関西
代表者会議

時間：19:00～20:00

代表者会議会場：リモート会議
＊各チームから２名まで出席可

サンライズリーグ1・2部

代表者会議

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2021関西
競技規則

サンライズリーグ1・２部

要項

・最新の（公財）日本サッカー協会制定の「競技規則」による。
・(公財）日本サッカー協会に第3種加盟登録チームの選手で、2重活動選手は認められない。

参加資格

・参加チームのメンバーは11名以上の選手で構成され、その内中学校年齢層の選手数は8名以上とする。
・2007年（Ｈ19）4月2日から
2010年（H22）4月1日までの出生者

4種登録選手

・6年生に限り認める（クラブ申請完了必須）

出場について

・試合へのエントリーは最大5名とする。

女子選手の
出場について

・認める

複数チームの参 ・2ndチームは府県リーグの予選を経て、1stチーム所属の直下のリーグまで参入することができる。
加について
合同チームの参
加について

・1stチームが上位リーグから降格した場合、2ndチーム以下は自動的に下位にリーグに降格する。

・原則として本リーグへの昇格に関し、合同チームは府県リーグの順位に関わらず、昇格はしないものとする。
・2ndチームの試合へのエントリーについては、サンライズリーグの1stチームにおいて、出場時間上位15名を除く選手と

2ndチーム
登録選手出場に
ついて

する。
・サンライズリーグでの出場時間管理は、事務局より事前に配信する「自動計算シート」へ各チームで出場時間を入力する。
それを事前に事務局へ提出し、試合当日、各チームはメンバー表・電子選手票・「ブロック選手登録シート」とともに提出
をする。
・2ndチームエントリーについて上記の規定に違反したチームに対しては、関西3種委員会にて懲罰を決定する。
・株式会社モルテン提供の「ヴァンタッジオ 5000」F5A5000（サンライズネーム入り）

ボール

・両チームより持ち寄り主審が決定する。
・万一紛失、破損等の場合はチームにて購入する。
・ユニフォームは正･副(GKを含む)の2色を必ず用意しなければならない。
・GKユニフォームは、FPとは明確に違う色を用いるものとする。またその際には、FPの2色と重ならない

ユニフォーム

ようにしなければならない。
・ユニフォームはカラー･デザイン･マーク等も必ず一致させる。
・尚、使用するユニフォームの最終決定は試合開始60分前を目安に主審が行う。
・その他詳細については、（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に則する。

競技時間

・80分(40-10-40)とする。
・主審は上記試合時間の他、アディショナルタイムも適宜採用しなければならない。
・【1部】1ブロック13チーム【２部】1ブロック12チーム

競技方法

・リーグ戦の勝点は、勝ち＝3点

引き分け＝1点

による

2回戦総当たりによる、リーグ戦を行う。

負け＝0点

・順位の決定は、勝点･ゴールディファレンス･総得点･対戦結果(勝敗/ゴールディファレンス/総得点)･抽選の順とする。
・リザーブは9名まで登録可能で5名まで交代を認める。
・後半の交代は3回までとする。（「ハーフタイム」「飲水タイム」「クーリングブレイク」「中止→再試合」時の交代は回数
選手交代

には含まない）
・再交代は採用しない
・選手交代用紙は使用しない
・試合開催時の天候に応じて、WBGT計の測定結果および会場責任者、審判、チームスタッフと十分に協議の上、
暑熱・感染症対策として、クーリングブレイク・飲水タイムを以下のように実施することができる。

暑熱・
感染対策

①前半および後半の間に、最大2回までとることができる。
②1回の場合は各開始約20分後にとる。
③2回の場合は各開始約1４分後、約28分後にとる。
④ピッチのライン外側へ飲水ボトルを設置は可とするが、ボトル所有者を明確にし、絶対にボトルの共有をしない。

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2021関西

サンライズリーグ1・２部

要項

・リーグ終了時点で退場・退席による未消化の出場停止処分は「高円宮杯JFA全日本U-15関西地域プレーオフ」に
引き継がれ順次消化する。
・本大会は、本協会「懲罰規定」に則り、大会規律・フェアプレー委員会を設ける。
懲

罰

・大会規律・フェアプレー委員会の委員長は関西3種委員会委員長とし、委員は委員長が決定する。
・リーグ期間中、警告の累積が

3回になった選手は、次の1試合は出場停止とする。

・本大会において退場を命じられた選手は、自動的に次の1試合に出場できず、それ以降の処置については規律・フェア
プレー委員会にて決定する。
・本協会諸規定および本記載事項にない事例に関しては、大会規律・フェアプレー委員会にて決定する。

・1部リーグ優勝チームには、優勝カップを授与する。
表

彰

・1部リーグ優勝、2位、３位に記念のメダル及びチームへ賞状を授与する。
・本リーグにおいて、フェアプレーの精神の育成・向上のために、選考基準に従いチーム単位でフェアプレー賞を選考する。
・2部リーグ優勝、2位、3位に賞状を授与する。

・本リーグはサンライズリーグ実行委員会を中心に運営する。
・本リーグはリーグ運営費により運営される。
・高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022関西サンライズリーグの試合結果(順位)は、高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ
2023関西サンライズリーグ及び、各府県リーグに反映される事とする。
・［2部リーグへ自動降格］1部リーグ下位（10位，11位，12位，13位）４チームとする。
・［1部リーグへ自動昇格】2部リーグ上位（1位，2位，3位）３チーム（2ndチームを除く）とする。
・［1・2部入替戦］2022シーズンは実施しない。
・［各府県リーグへ自動降格］2部リーグ下位（9位、10位、11位、12位）４チームとする。なお1部リーグより1stチームの
降格により2ndが降格する場合は、その2ndチームを含んだ下位４チームが各府県リーグへ自動降格とする。
・［2部リーグへ昇格］府県リーグから昇格決定戦で勝ち残った3チームが2部リーグへ昇格とする。
・［日本ＣＹ選手権(U-15)関西大会出場権］高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022関西2部のJCY加盟チーム12チームには
日本ＣＹ選手権(U-15)関西大会出場権は与えない。（府県予選免除無し）
その他

・［高円宮杯JFA全日本U-15選手権本大会出場権］高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022関西1部リーグ優勝、準優勝チー
ムに与えられる。
・［高円宮杯JFA全日本U-15選手権関西地域プレーオフ出場権］高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2022関西

1部リーグ

３位以下の11チーム及び、2部リーグ12チームに与えられる。
・気象条件、感染症による影響による延期については、最終節予備日10月16日（日）までに代替開催できるように調整する。
・［リーグ戦の成立要件］
リーグ戦が全節消化できないときのリーグ戦の成立可否については、関西3種委員会にて審議し決定する。
なお、リーグ戦の成立は、1・2部リーグごとに個別に判定するものとする。
・［リーグ順位の決定］
全節消化できずにリーグ戦が成立した場合の順位決定方法については、関西3種委員会にて審議し決定する。また、リーグ
戦が不成立の場合は順位決定・表彰は行わない。

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2021関西

サンライズリーグ1・２部

要項

・主審･副審が居ない場合の対応。
会場責任の
役

割

・会場設営，ピッチライン，本部，チームベンチ･テクニカルエリア，ゴール,コーナーフラッグ,副審フラッグ,エアー
ポンプ，WBGT計の用意。
・重要事項（退場など）が発生した場合、試合結果とともに速やかにメールにて報告する。
・感染症対策責任者としての対応（「関西第3種事業新型コロナウィルス感染症対策運営ガイドライン」参照）
・試合責任者は参加チームより割り当てる。
・【試合記録報告書】の準備･記入･作成。
・【メンバー表】と【電子選手証】との照合を行う。

(試合出場選手の登録の確認、3月中は新年度更新電子選手証可)

各チームの登録選手は原則として「KICK OFF」から出力した電子選手証(写真が登録されたもの、一覧表でも可)を
持参すること。ただし、電子選手証(写真が登録されたもの)がスマートフォン等の画面で確認できる場合は出場を認
めるものとする。※電子選手証とは、JFAのWEBシステム「KICKOFF」から出力した選手証を印刷したもの、また
試合責任の
役

割

スマートフォンやPC等の画面に表示したものを示す
・メンバー表、審判証、選手交代時の確認。
・問題が発生した場合の報告義務。
・試合中であれば、主審へ的確に助言する。
・試合後、主審から詳細を聞き【試合記録報告書】に内容を記入し、報告する。
主審が居ない場合は試合責任者が【試合記録報告書】に内容を記入し、報告する。
・重要事項が発生した場合、【試合記録報告書】に詳細を記入し会場責任者へ渡す。
・【申し送り事項】に記入し、各チームスタッフへ返却する。
試合結果を試合終了後、速やかに試合結果報告サイトにて報告する。

日没や落雷時
の再開
について

・不可抗力による試合の中断および中止の判断は、主審・会場責任者・当該チーム監督とで協議し決定する。
以後の処置は、後日、試合が中断及び中止となった時点から、試合を再開する。
・試合開始時に11名未満の場合は棄権とみなす。
（ただし、新型コロナ感染症の影響による場合は状況に応じて感染症対策委員会にて判断する）

試合の成立

・棄権が生じた際の試合スコアは0-5とするが、これにより得失点などで順位に影響を及ぼす場合、棄権
チームとのスコアは全て削除する。
・新型コロナ感染症の影響による場合については、できる限り代替試合が開催できるように調整をする。
代替試合が開催できなかった場合はその試合は中止とする。（10月16日（日）を延期最終日とする）
・試合開始60分前までに本部へ【メンバー表】3部と【申し送り事項】を提出する。

選手エントリー

・試合毎の登録は20名までとし、先発には○印、リザーブは△印をつける。
・選手エントリーについては毎節ごとにメンバー表に選手を記入するので、毎節、電子選手証を持参し提出する。
・4種登録選手の選手エントリーおよび同時出場は、リーグ期間を通じ最大5名とする。

・主審のみ協会派遣とし、副審は原則として各チーム帯同審判とする。協会派遣が不可及び、1試合開催時は主審・副審
審

判

ともに該当チーム以外の有資格者が審判を担当する。（最終2節は主審・副審は協会派遣）
・審判員の不慮の事故により、試合続行が不可能な場合は、本部責任者･会場責任者と
協議の上対応し、必ず試合は成立させる。

試合報告
審判報告
試合結果
報告宛先

・試合責任者は試合終了後、試合責任者報告書を記入し、会場責任者に提出。
・退場等重要事項が発生した場合は、担当主審が会場責任者へ説明をする。その後、関西サッカー協会へ審判報告書
および重要事項を報告する。
■試合結果報告サイトURL （大会前に連絡）

・

高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2021関西
会場責任者
報告について

サンライズリーグ1・２部

要項

・会場責任者報告書については、重要事項（退場など）が発生した時のみ、メールにて報告をする。
・負傷者については各チームにて対応する事とし、主催者及び主管者は一切の責任を負わない。
・大会参加チームは必ずスポーツ傷害保険に加入している事。
・チーム ベンチはプログラム対戦表の左側チームをホーム扱いとし、ピッチに向かって 左側とする。
・チームベンチにはメンバー表に記入された指導者･登録選手のみとし、保護者等のベンチ入りは
一切認めない。
・チーム事情で大会に支障(当日棄権など)が生じた場合は、大会の規律･フェアプレー委員会にて

その他

後の処理を決定する。
・やむを得ず棄権するチームは速やかにサンライズ実行委員会まで連絡する。
・保護者等の応援位置や駐車箇所については会場責任者の指示に必ず従う事。
・選手、スタッフ、チーム関係者、大会役員、観戦者においては、別途定めている、「関西第3種事業新型コロナ
ウィルス感染症対策運営ガイドライン」を遵守し、安全を最優先し感染拡大防止に努める。
・尚、大会レギュレーションは2022年度のみの採用とし、適宜改訂･改善を検討していくものとする。

試合会場への
観戦者来場
について

「応援および試合観覧のためのご来場は、新型感染症拡大防止のため各試合にエントリーされた選手・スタッフ、チーム関
係者、競技役員およびご家族以外の方はご遠慮いただけますと幸いです。また、ご家族の方がご来場いただく場合でも、会
場のあります自治体および施設の規定に従って頂くと共に、感染対策を各自で徹底して頂けますようお願い申し上げま
す。」

