
日 時 ２０１９年８月　９日（金）　１３：００～【少年男子】　
２０１９年８月１７日（土）　１３：００～【成年男子・女子】　

場 所 高松市東部運動公園第4会議室（高松市高松町1347-1） 【少年男子】　
高松市東部運動公園第2･3会議室（高松市高松町1347-1）【成年男子・女子】

次 第 １．開会のことば
２．大会会長あいさつ
３．主管協会あいさつ
４．大会日程説明
５．競技上の注意
６．審判上の注意
７．出場選手及びユニフォームの確認
８．質疑応答
９．組合せ確認
10. 開・閉会式について
11. その他
12. 閉会のことば

日 時 ２０１９年８月１１日（日）　１９：３０～　【少年男子】
２０１９年８月１８日（日）　１７：３０～　【成年男子】
２０１９年８月１８日（日）　２０：００～　【女子】

場 所 高松市東部運動公園第2サッカー場（高松市高松町1347-1）

次 第 １．閉式のことば
２．表彰状授与
３．大会会長あいさつ
４．大会委員長講評
５．閉式のことば

監督・主将会議及び組み合わせ抽選会

閉　会　式　次　第

第40回四国ブロック大会(サッカー競技)

第74回国民体育大会
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1

2 　２０１９年８月　９日（金）～１１日（日）　【少年男子】

　２０１９年８月１７日（土）～１８日（日）　【成年男子・女子】

3

4

5

東部運動公園第2･3会議室

東部運動公園第4会議室

閉　　　会　 　式

8月１8日（日）　１7：30～ 成年男子

東部運動公園第2サッカー場
8月１8日（日）　20：00～ 女子

8月11日（日）　19：30～ 　　少年男子　　

68

監 督 主 将 会 議

8月１7日（土）　１3：00～ 成年男子・女子

8月 9日（金）　１3：00～ 　　少年男子　　

2

　　※　成年男子及び女子の監督は、選手を兼ねることができる。

日　　程

日　　程 日　　　時 場　　　　　所

種別 監督 選手 参加県数 小　計 計 本大会出場県数

成年男子 1 15 4 64

196

2

女　　子 1 15 4 64 2

少年男子 1 16 4

成年男子

８月１７日・１８日 東部運動公園
第1サッカー場・
第2サッカー場

髙松市高松町1347-1 087-843-9446女　　子

少年男子 ８月９日～１１日

種別（種目）及び参加人員

2．サ ッ カ ー 競 技

主　　管 　一般社団法人四国サッカー協会　　　一般社団法人 香川県サッカー協会

期　　日

会　　場

種別 期　　日 会　　　場 住　　　所 ＴＥＬ

2019年度四国大会 2 第40回ミニ国体
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　①　 成年男子・女子はトーナメント方式とし、少年男子は総当たりのリーグ戦で行う。　

女子は順位決定戦を行う。

　②　 リーグ戦の順位決定方法は次のとおりとする。勝者3点、引き分け1点、敗者0点とし、勝点の多い

順に順位を決定する。ただし、勝点が同点の場合は、全試合のゴールディファレンス、総得点、　

当該チームの対戦成績の順位により決定する。

　※   上記により決しない場合は、最終試合後に抽選にて決定する。

　③   試合時間は、70分（35分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバルは10分とする。　 

トーナメント戦において、なお勝敗が決定しないときは、20分（10分ハーフ）の延長戦を行い、

なお、決しないときは、ペナルティキック方式により勝者を決定する。

7

8

9

   各県体育（スポーツ）協会の参加申込締切日にご注意ください。

　　　　　　　少年男子 ： 7月 19日（金）　17：00　　　成年男子・女子 ： 7月26日（金）17：00

　　　少年男子が確定された後、成年男子･女子は差し戻しされます。

10

11

（１）

（２）

（３）

（４）

（５） 参加選手は、国体参加者傷害保険制度に加入すること。

（６）

（写真が登録されたもの）をカラー印刷したものを持参すること。

（７）

各選手は、2019年度 公益財団法人日本サッカー協会の発行した電子選手証・登録選手一覧

成年男子・女子の閉会式については、決勝戦で試合をした２チームで行う。

参加申込が定められた期限までに行われていない場合は、理由のいかんを問わず、

本大会への参加を認めない。

監督主将会議において、各種別とも参加申込書のメンバーを3名まで変更可能とする。

ユニフォームには必ず県名を付し、参加申込書に登録した背番号をつけること。

また、正規のユニフォームのほかにこれと異なる色の予備のユニフォームを携行すること。

参加チームの監督、主将は必ず監督主将会議に出席のこと。

申 込 先 一般社団法人香川県サッカー協会事務局宛

※各チームで自己解決可です。申込がない場合もその旨ご連絡下さい。

その他

   ※少年男子の申請の際には、成年男子・女子も「申請書を使用しない」で申請してください。

 　※ 各種別の申込データとプログラム掲載用のデータを香川県サッカー協会宛に送信してください。

宿泊申込

 申込締切 2019年 5月31日（金）

参加資格

　第74回国民体育大会サッカー競技要項による。

表彰

   各種別ごとに、本大会への出場権を獲得した県（チーム）に賞状を授与する。

参加申込方法

   参加申込書は、国体参加申込システムを利用のうえ、期日までに参加申込手続きを行うこと。

　③  本大会において退場を命ぜられた選手は、次の1試合に出場できず、それ以降の処理については、

　　　 本大会の規律・裁定委員会で決定する。

　　（注） 本大会での通算２回の警告による出場停止処分は、本大会での処分が不可能ならば、以降の大会に

　 持ち越されず消滅する。ただし、退場を受けた場合は、出場停止処分は以降の大会に持ち越される

　 ものとする。

（２） 試合の方法

競技上の規定及び方法

（１） 競技規定

　①　 試合の競技規則は、2019年度公益財団法人日本サッカー協会競技規則による。

　②　 試合開始前に登録された交代要員（成年男子・女子については最大４名、ただし監督が選手を

　　　 兼ねる場合は5名、少年男子については最大5名）の内、5名まで交代が認められる。
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タイムスケジュール（成年男子・女子）

８月１７日（土）

13:00 東部運動公園第2･3会議室

【１回戦】　（成年男子）

14:50 試合会場本部

15:55 選手集合

16:00 試合開始  　　

【１回戦】　（女子）

17:20 メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング 試合会場本部

18:25 選手集合

18:30 試合開始　　

８月１８日（日）

【決　勝】　（成年男子）

14:50 メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング 試合会場本部

15:55 選手集合

16:00 試合開始

【決　勝】　（女子）

17:20 メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング 試合会場本部

18:25 選手集合

18:30 試合開始

【順位決定戦】　（女子）

17:20 メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング 試合会場本部

18:25 選手集合

18:30 試合開始

閉会式（成年男子・女子） 東部運動公園第2サッカー場

○ 試合開始前のウォーミングアップ等は、試合会場本部の指示に従ってください。

決勝戦終了後

○ ごみは各チームで責任をもってお持ち帰りください。

監督主将会議

メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング

東部運動公園
第1サッカー場

東部運動公園
第1･2サッカー場

東部運動公園
第1･2サッカー場

東部運動公園
第2サッカー場

東部運動公園
第2サッカー場
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タイムスケジュール（少年男子）

８月９日（金）

13:00 東部運動公園第4会議室

【第1試合】

14:50 試合会場本部

15:55 選手集合

16:00 試合開始  　　

【第2試合】

17:20 メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング 試合会場本部

18:25 選手集合

18:30 試合開始　　

８月１０日（土）

【第1試合】

14:50 試合会場本部

15:55 選手集合

16:00 試合開始  　　

【第2試合】

17:20 メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング 試合会場本部

18:25 選手集合

18:30 試合開始　　

８月１１日（日）

【第1試合】

16:50 メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング 試合会場本部

17:55 選手集合

18:00 試合開始

【第2試合】

16:50 メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング 試合会場本部

17:55 選手集合

18:00 試合開始

閉会式（成年男子・女子） 東部運動公園第2サッカー場

○ 試合開始前のウォーミングアップ等は、試合会場本部の指示に従ってください。

監督主将会議

メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング

東部運動公園
第1サッカー場

東部運動公園
第1サッカー場

東部運動公園
第1サッカー場

試合終了後

○ ごみは各チームで責任をもってお持ち帰りください。

メンバー表提出・マッチコーディネーションミーティング

東部運動公園
第1サッカー場

東部運動公園
第1サッカー場

東部運動公園
第2サッカー場
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ピッチ内の練習はできませんので、キックオフ前にボール廻しを行ってください。

試合前のアップについては、大会本部の指示に従ってください。

ごみは、各チームで責任をもって処理してください。

やり方に従うこと。

本大会は、アディショナルタイム表示を行う。

本大会は、熱中症対策ガイドラインによる。

運営上の注意事項

ベンチは、組合せの左側のチームがグランドに向かって左側を使用してください。

各会場の更衣室は、大会本部の指示に従ってください。

警告は、本大会で消滅する。

（累積はしない）

本大会において、退場を命ぜられた選手及び役員は、自動的に次の公式試合１試合の出場停止とし、

それ以降の処置については本大会の規律委員会及び四国サッカー協会規律・裁定委員会の裁定に

従うものとする。

本大会は、マルチボール方式では行わない。

テクニカルエリアを設ける。その都度、ただ１人のチーム役員のみが指示を与えられる。

競技者が負傷して主審が競技を停止した場合、主審の承認を得てから、最大２名以内のドクター等の

チーム役員がフィールドに入ることができる。

交代によって退く競技者は、ハーフウェイライン付近からフィールドの外に出ること。ただし、主審

の指示があった場合は、近くの境界線からフィールドを出ること。また、交代要員は退く競技者が

フィールドを出た後、主審の承認を得てフィールドに入ること。

競技者の試合中の飲水については、ゲームがアウトオブプレイ中にタッチラインとゴールライン上に

おいてのみ認められる。なお、熱中症対策のための飲水タイム･Cooling Breakについてはそれぞれの

試合の前後半のインターバルは、１０分とする。

交代要員のウォーミングアップは指示された場所で、競技者と異なる服装でボールを使用しないで行

うこと。

ベンチに入ることのできるのは、チーム役員６名と交代要員５名の計１１名に限る。

選手は、装身具（ヘアピン・ネックレス・指輪・イヤリング・ピアス等）を取り除くこと。

競技上の留意事項

全試合とも試合開始７０分前までにメンバー表、選手証を大会本部に提出すること。その際マッチコ

ーディネーションミーティングを行いますので、チーム代表者（責任者または監督）は、フィールド

プレーヤー及びゴールキーパーの正・副のユニフォームを持参のこと。

キックオフ５分前に出場選手は本部前に集合し、審判団により用具の点検を受ける。
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