
高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１８ 佐 賀 

サガんリーグＵ－１８ 実施要項 
１．名  称    高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１８ 佐賀 （サガんリーグＵ―１８） 
２．主  催    （一社）佐賀県サッカー協会 
３．特別協賛    株式会社 モルテン 
４．主  管    （一社）佐賀県サッカー協会第２種委員会 
５．期  日    《リーグ戦》 

平成３０年 ４月 ８日（日）、１４日（土）、２２日（日）、２８日（土）、３０日（月休） 
５月１３日（日） 
６月２３日（土） 
７月 ８日（日）、１４日（土）、 
８月１９日（日）、２６日（土） 
９月 ８日（土）、１６日（日）、Ｆ２３日（日祝）、２４日（月休）、３０日（日） 

               １１月１１日（日）、１８日（日）、２３日（金祝） 
※予備日： ５月１２日（土）、７月２２日（日）、 

８月２５日（日）、９月２（日）、９日（日）、１１月２５日（日） 
４月８日（日）～７月２２日（日）を前期、８月１９日（日）～１１月２５日（日）

を後期とする。上記の日程でリーグ戦の実施ができないリーグは、前後期のそれぞ

れの期間内で日程の調整を行うこと。尚、Ｆ  の期日は、県サッカーフェスティ

バルで１部１試合実施とする。その他の試合は、実施しないこと。 
          《入れ替え戦》 
           平成３１年 ２月 ３日（日）・９日（日）：入れ替え戦 
            ※入れ替え戦は、該当チームで運営すること。 
            ※順位決定戦については、２部、３部リーグでそれぞれ会場及び日程を調整して実施するこ

と。 
６．会  場    佐賀県総合運動場、佐賀県フットボールセンター、佐賀市健康運動センター、 

嬉野総合運動公園みゆき球技場、各高校グラウンド 
７．参加資格    １）平成３０年度（公財）日本サッカー協会に第２種登録した加盟チームで、当該チームに登録

された選手であること。 
           ※ 日本サッカー協会にクラブ申請をしているチームについては、第３種の選手についても登

録することができる。但し、登録できる選手は、３名以内とする。 
          ２）年齢は、１９９９年４月２日以降に生まれた者とし、１９歳未満とする。 
          ３）外国人登録選手は、登録選手３名、出場選手３名とする。 
          ４）選手は、（公財）日本サッカー協会発行の選手証（写真添付）を所持しておくこと。 

５）チーム移籍について移籍手続き終了後は参加を認める。 
６）帯同審判員（ユース審判委員以外）及びユース審判委員（３名）を義務付ける。帯同審判員

及びユース審判委員は必ず有資格者であること。 
※ ユース審判委員の資格は２０１８年４月新規登録でも良い。 

７）合同チームによるリーグ参加は、以下の場合に限り認める。 
①統合の対象となる学校については、当該校どうしの合同チームを認める。 
②リーグ参加申し込み時に協会登録人数が、１１名に満たないチームに限り合同チームを認

める。 
           ※ リーグ途中で合同チームより1チームでも抜けた場合、合同チームは棄権扱いとする。 
           ※ リーグ終了後に合同チームより１チームでも抜けた場合、次年度は新規参加とする。 

 ※ 合同チームのリーグ昇格は2部までとする。 
 ※ ２ｎｄ以降のチームが、合同チームに入ることはできない。 
８）リーグ運営に協力できるチームであること。 
９）出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、試合に耐え得る健康体であること。 

８．選手登録    １）選手の登録については、前期及び後期のとも下記の期日までに完了しなければならない。 
            ※前期：平成３０年３月１６日（金）の代表者会議で登録。 

後期：平成３０年７月２５日（水）の代表者会議で登録。 
２）同一学校・クラブから複数チームの参加を認める。但し、トップ、セカンド、サードという

ようにチーム編成をおこなうこと。 
 



３） 同一チームから複数チームを参加させる場合、選手登録については以下の通りとする。 
            ２ｎｄ以降のチームを参加させているところは、上位チームの選手を１４名（１名はＧＫ） 

ブロック宣言し、前後期毎に事務局（井上まで）にブロック宣言選手一覧表を提出すること。 
ブロック宣言した選手については下位チームへの登録ができない。但し、前後期、入れ替え 
戦までを３期に分け、その都度ブロックする選手を見直すことができる。 

            第１期：４～７月   第２期：８～１０月   第３期：１１～２月 
           ※ ブロック宣言選手一覧表の提出期日は下記の通りとする。 
              第１期分：平成３０年 ３月１６日（金） 
              第２期分：平成３０年 ７月２５日（水） 
              第３期分：平成３０年１１月 ２日（金） 
           ※ 提出はメールでも可。 

４）入れ替え戦での選手登録についても８．選手登録 ３）に準ずること。 
           ※ 同一チームから複数チームを参加させているところは、チームが入れ替え戦に参加する場

合、選手の登録については十分注意をすること。 
９．リーグ編成   １）１部リーグは、２０１７年１部１～７位の７チーム、２部Ａ１位チーム、２部プレーオフ勝

ちチーム、１－２部の入れ替え戦勝ちチームの計１０チームで編成する。 
２）２部リーグは、２０１７年１部降格の３チーム、２部Ａ３～６位の４チーム、２部Ｂ１・２

位及び５・６位の４チーム、３部各パート１・２位の４チームの計１５チームを２パートに

分けてリーグを編成する。 
 ※ ２部Ｂ４位の鹿島高校は、再編統合により鹿島実業高校との合同チームとして１部リーグ

に参加。 
 ※ ２０１７年度のリーグ成績（順位）を元に上位チームから順に２パートに振り分ける。但

し、２ｎｄ以降のチーム数に偏りがないよう配慮する。 
※ ２０１９年は２部のチーム数を１６チームにする。 

          ３）３部リーグは、１部、２部以外のチームを２パートに分けてリーグを編成する。 
※ ２０１７年度のリーグ成績（順位）を元に上位チームから順に２パートに振り分ける。

但し２ｎｄ以降のチーム数に偏りがないよう配慮する。 
          ４）同一学校・クラブのチームが同じリーグに入ることはできない。但し、３部リーグについて

は、この限りではない。 
５）新規に参加するチームは、３部リーグからの参加とする。 

10．競技規則    １）平成３０年度（公財）日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。 
          ２）各試合の登録は、チーム役員６名、選手２０名をメンバー表に記入し、マッチコーディネー

ションミーティングで提出して行うこと。           
           ※ 参加申込み及び後期登録用紙で登録した２５名以外も、（公財）日本サッカー協会発行の選

手証があれば登録できる。新入生で選手証の発行が、まだの場合、（公財）日本サッカー協

会登録完了が確認できるものを持参すること。尚、新入生の試合登録は、入学式以降とす

る。 
          ３） 選手の交代は、試合前に登録した最大９名の交代要員の中から５名に限り交代できる。 
          ４）ベンチ入りできる人数は、チーム役員６名、交代要員９名の最大１５名とする。 

５）今大会において、退場を命じられた選手は、次節１試合の出場を停止し、その後の処置につ

いては、大会規律裁定委員会の決定に従うものとする。 
          ６）今大会において、３回の累積警告を受けた選手は、次節の１試合を出場停止とする。 
           ※ 前期の累積警告は、後期に持ち越します。 
          ７）ユニフォームについて 
            ①シャツの前面・背面に１以上の番号を付けること。ショーツの番号については付けること

が望ましい。 
            ②試合会場に正・副２組のユニフォームを必ず携行すること。 
             ※副のシャツ、ショーツ、ソックスは、正のそれぞれと明瞭に区別された異色のものであ

ること。 
③アンダーパンツは、ショーツと同色であること。 
④縞のユニフォームは、３０㎝四方の台地に背番号を、１０㎝四方の台地に胸番号を付ける

こと。 
⑤審判委員が通常着用する黒色と明確に判断し得るものでなければならない。 

※ ゴールキーパーのユニフォームも同じです。 
            ⑥参加申込み以降のユニフォームの変更は認めない。 
            ⑦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。 



11．競技方法    １）各リーグとも前・後期に分けたリーグ戦で行う。 
①１部リーグは、前期、後期でそれぞれ総当たりのリーグ戦を行い、前後期の結果で、順位

を決定する。 
②２部及び３部リーグは、パートごとに前期、後期でそれぞれ総当たりのリーグ戦を行う。

そして、前後期の結果で、同順位同士の順位決定戦を行い、２部及び３部の順位を決定す

る。 
          ２）リーグ戦の試合時間を、１部９０分（４５分ハーフ）とする。２部・３部リーグについては、

８０分（４０分ハーフ）とする。 
          ３）リーグの順位は以下の順で決定する。 
            ①勝ち点（勝ち＝３点、引き分け＝１点、負け＝０点）、②得失点差、③総得点、④当該チー

ムの後期対戦結果、⑤抽選 
           ※ 前期リーグを途中棄権するチームがでた場合、そのチームとの全ての試合を無効とする。

但し、その試合で退場者がでた場合は、大会規律・フェアプレー委員会で審議する。 
           ※ 後期リーグから途中棄権するチームが出た場合、そのチームとの前期対戦結果は、順位決

定に反映させ、後期の試合のみを無効とする。但し、その試合で退場者がでた場合は、大

会規律裁定委員会で審議する。 
          ※ チーム事情で、急遽試合ができなくなった場合は、前、後期の期間内で試合の調整 

を行うことができる。その場合、審判（手配等）、試合運営については、当該チーム 
が行うこと。日程の調整ができない場合は、不戦負けとし、そのリーグでの最大の 
得失点とする。 

          ４）入れ替え戦の試合時間は、１部－２部を９０分、２部－３部を８０分とし、勝敗が決しない

場合は上位リーグのチームをリーグ残留とする。 
12．リーグの 
  昇格及び降格  １）プリンスリーグ九州やプリンスリーグ参入決定戦に出場したチームの成績によって１・２部

リーグのチーム数を増やすことはしない。尚、リーグ昇格、降格及び入れ替え戦については

次の①～③の通りとする。 
① ２０１９年プリンスリーグ九州に参入するチーム数が、２チームの場合、１部９・１０位 
２部順位決定戦１３～１５位は、自動降格とする。そして、２部順位決定戦１～３位の３

チームを１部へ、３部順位決定戦１～５位の５チームを２部へ自動昇格とする。 
  ②２０１９年プリンスリーグ九州に参加するチーム数が、１チームの場合、１部の８～１０

位と２部順位決定戦１３～１５位は、自動降格とする。そして、２部順位決定戦１～３位

の３チームを１部へ、３部順位決定戦１～４位の４チームを２部へ自動昇格とする。 
  ③２０１９年プリンスリーグ九州に参加するチームがない場合、１部の８～１０位と２部順

位決定戦１２～１５位は、自動降格とする。そして、２部順位決定戦１・２位の２チーム

を１部へ、３部順位決定戦１～４位の４チームを２部へ自動昇格とし、１部－２部入れ替

え戦を１部７位ｖｓ２部順位決定戦３位チームで行う。 
２）同一学校・クラブから複数チーム参加する場合、セカンド以降のチームについては、トップ

チーム（上位チーム）が属するその下のリーグまで昇格できる。但し、次年度（２０１９年

度）移行もリーグに参加できることを条件とする。 
３）セカンド以降のチームが、上位チームが属するその下のリーグの順位決定戦１～４位となっ 

た場合、次に成績上位チームを繰り上げて昇格または、入れ替え戦参加とする。繰り上げと 
なったチームの順位決定戦の成績が５位以下の場合は、そのまま昇格させず、降格該当成績 
の上位チームとの入れ替え戦を行う。 

４）セカンド以降のチームが、トップ（上位）チームが属するすぐ下のリーグに属していて、ト 
ップ（上位）チームが、降格となった場合、セカンド以降のチームは、成績に関わらず、下 
位リーグへ降格とする。 

※ ３部リーグにトップ（上位）とセカンド以降のチームが所属している場合は、トップチー

ムの成績でのみ昇格または入れ替え戦とする。 
          ５）入れ替え戦期日後、リーグに参加しているチームが、次年度の１部または２部リーグへの参

加を辞退した場合、チーム数を確保するために下位リーグの順位決定戦成績上位チームを繰

り上げ昇格とする。 
13．表  彰    １部・２部・３部リーグのそれぞれ１位（２・３部は各パートごと）のチームには表彰状を授与

する。 
 
 
 



14．参加申込    １）参加申込書に、監督１名、引率職員１名、選手２５名を記入し登録する。 
           ※ 同一学校・クラブから複数チームを参加させる場合も必要事項を記入し、参加申込書の提

出をすること。 
           ※ 上位チームと下位チームにおいて監督及び帯同審判（ユース審判委員以外）は、兼ねるこ

とができない。 
           ※ チームで、コーチやトレーナー等をベンチ入りさせる場合は、参加申込書のチーム役員の

覧に記入すること。 
          ２）合同チームで出場するチームは、申込用紙の備考欄にチーム名を記入すること。 
          ３）参加料は、２０，０００円（損害賠償保険料込）とする。納入は平成３０年４月２日（月）

から４月６日（金）までに下記の口座へ振り込み（手数料別）でお願いします。 
            佐賀銀行 鍋島支店 普通口座 １５４１０３６ 
            サガンリーグＵ－１８ 会計 野田一成 
            ※参加チーム名で振り込みをお願いします。 
            ※同一学校・クラブから複数チーム参加する場合もそれぞれのチームで納入すること。 
          ４）申込み方法 
            参加申込書については、平成３０年３月１６日（金）の代表者会議に持参すること。 
            後期登録用紙については、平成３０年７月２５日（水）の代表者会議に持参すること。 
           ※ 後期からの参加は、認めない。 

５）帯同審判員（ユース審判委員以外）及びユース審判委員（３名）を義務付ける。帯同審判員

及びユース審判委員は必ず有資格者であること。参加申込書にそれぞれ記名すること。 
※ ユース審判委員の資格は２０１８年４月新規登録でも良い。 
※新規に参加するチーム及びチーム事情で大会に参加できないチームは、３月１２日（月）

までにリーグ戦事務局へ連絡してください。 
【高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１８ 佐賀 事務局】 
弘学館高等学校  井上 和孝  ＴＥＬ ０９５２－９８－２１６１（学校） 

 〒８４９－０９０６ 佐賀市金立町大字金立１５４４－１ 弘学館高等学校内 
アドレス：  ｉｎｏｕｅ－ｋａｚｕｔａｋａ＠ｍａｔｓｕｏ－ａｃ．ｊｐ 

15．組み合わせ   １）期 日   平成３０年３月１６日（金）  
 （リーグ編成）          代表者会議 
                  場 所：メートプラザ佐賀２Ｆ研修室（佐賀市兵庫北３丁目８－４０） 
                  時 間：１８：００～ 
          ２）方 法   本大会実施要項「９．リーグ編成」にもとづいて行う。 
16．その他     １）１部リーグ１位のチームは、プリンスリーグ２０１８九州の参入戦への県代表権を得る。  
            ※プリンスリーグ九州から降格するチームとの県代表決定戦は行わない。 
          ２）１部リーグ１位チーム、第９７回全国高校サッカー選手権大会出場チームは、平成３０年度

佐賀県高等学校サッカー新人大会の予選リーグを免除し、決勝トーナメントからの参加とす

る。 
          ３）試合球は、事務局の方で準備をします。 
          ４） 試合開始７０分前に、マッチコーディネーションミーティングを行います。その際に、 
             メンバー表を提出すること。※ ユニフォームの正・副を持参すること。 
          ５）大会の参加に要する経費は、各チームの負担とする。 
          ６）競技中の選手の疾病・傷害については、各チームの責任とする。 
          ７）チーム事情でリーグ戦の棄権を希望する場合は、嘆願書（学校長印が必要）を事務局まで提

出すること。それを受けて（一社）佐賀県サッカー協会で検討する。 
          ８）大会要項記載事項に違反した場合は、大会規律裁定委員会及び（一社）佐賀県サッカー協会

の裁定に従うものとする。 
９）各リーグ（２・３部は各パート）に運営責任者を置き、リーグの運営を管理し、試合運営に

ついては、各チームの当番制で行う。 
          10）参加申込書、後期登録用紙、ブロック宣言選手一覧表及びメンバー表（試合毎に３部提出）

については、（一社）佐賀県サッカー協会ＨＰよりダウンロードしてご利用ください。 


