
 

第５６回近畿地区国立大学体育大会（サッカー）実施要項 

 

〔１〕競 技 日 程 【男子】 

平成30年 12月 8日（土）･12月 9日（日）･12月 15日（土）･12月 16日（日） 

【女子】 

平成30年 8月 18日（土）･8月 19日（日）･8月 26日（日） 

 

〔２〕競 技 会 場 大阪教育大学柏原キャンパスグラウンド 

（大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1） 

 

〔３〕競 技 次 第 

１．開 会 式  大阪教育大学柏原キャンパスグラウンド 

開 会 の 辞  競技委員長 

【男子】 12月 8日（土）  9：50～ 

【女子】  8月 18日（土） 10：50～ 

 

２．競 技 日 程 

  【男子】 

   12月 8日（土） 

    【大阪教育大学柏原キャンパス】   １回戦 第１試合 10 :00～ 

                 １回戦 第２試合 12 :10～ 

                     ２回戦 第１試合 14 :20～ 

                     

 12月 9日（日） 

  【大阪教育大学柏原キャンパス】   ２回戦 第２試合 10：00～ 

２回戦 第３試合 12：10～ 

 ２回戦 第４試合 14：20～ 

 

   12月 15日（土） 

    【大阪教育大学柏原キャンパス】   ３回戦 第１試合 11：00～ 

                      ３回戦 第２試合 13：10～ 

 

   12月 16日（日） 

    【大阪教育大学柏原キャンパス】   ３位決定戦    11：00～ 

決勝戦      13：10～ 

 

  【女子】 

   8月 18日（土） 

    【大阪教育大学柏原キャンパス】   １回戦 第１試合 11：00～ 

 

 



 

   8月 19日（日） 

    【大阪教育大学柏原キャンパス】   ２回戦 第１試合 10：00～ 

                      ２回戦 第２試合 11：30～ 

   8月 26日（日） 

    【大阪教育大学柏原キャンパス】   ３位決定戦 10：00～ 

決勝戦   11：30～ 

 

３．閉 会 式（女子：女子決勝戦終了後，男子：男子決勝戦終了後） 

成 績 発 表  競技委員長    

表   彰  競技委員長 

講   評  専門委員 

閉 会 の 辞  競技委員長 

 

〔４〕大 会 役 員 

競 技 委 員 長   井上 功一 （大阪教育大学） 

専 門 委 員   井上 功一 （大阪教育大学） 

総 務 委 員   射場 和幸 （大阪教育大学） 

新光 葉子 （大阪教育大学） 

梶田 輝彦 （大阪教育大学） 

中谷  昇 （大阪教育大学） 

若山 真由美（大阪教育大学） 

 

〔５〕競 技 役 員 

審 判 員   関西サッカー協会 

関西学生サッカー連盟 

 

〔６〕実 施 要 項［男子］ 

１．参加申込  

締切期日  平成３０年１０月２６日（金）【必着】 

申 込 先  〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1 

大会事務局 大阪教育大学学務部学生支援課課外活動係  

(TEL:072-978-3310 FAX:072-978-3980 mail:kinkoku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp) 

参加資格  （ア）本大会規程第13条適用 

（イ）選手は医師の診断により大会参加が適当と認められた者で，当該大学長の

承認のある者に限る。 

参加人数  １大学１チームとし，全員参加申込できる。 

申込方法  所定の依頼方法（参加申込）により提出すること。 

２．競技方法 

試合方法：（ア）トーナメント形式とし，３位決定戦を行う。 

（イ）試合時間は，40分－10分－40分とする。 

（ウ）同点の場合は，ＰＫ方式により次回進出チームを決定する。 



 

（エ）３位決定戦で同点の場合は，延長戦を行わずＰＫ方式により３位を決定する。 

（オ）決勝戦で同点の時は，10分ハーフの延長戦を行い，それでも決定しないとき

は両者を優勝校とする。 

試合規則：現行の（公財）日本サッカー協会競技規則による。ただし，選手の交代については，

あらかじめ交代用紙に登録した７名の交代要員の中から５名まで随時交代できる。 

試合成立：選手は，試合開始５分前に本部前に集合すること。なお，試合開始時間に出場選手

が８名以上いない場合は，試合を放棄したものとみなす。 

 

退  場：主審より退場を命じられた選手は，次の１試合を出場停止とする。各試合を通じて

主審より警告を２回受けた選手は，次の１試合に出場することができない。 

審  判：主審は関西学生サッカー連盟に委嘱する。 

副審・予備審は各大学の有資格の登録審判員に委嘱する。 

使 用 球：（公財） 日本サッカー協会検定球５号（関西学生サッカーリーグ公式試合球） 

３．シ ー ド  第 55回大会の１位，２位をシードとする。 

４．表  彰  ３位までとする。 

５．そ の 他 

（１）選手に追加等の変更があるときは，試合開始３日前まで（12月 8日の場合，12月 4日）に，

大会事務局に届けること。 

（２）試合開始45分前までに，スターティングメンバー及び交代要員（最大限７人）の氏名，背番

号を記入の上，本部に提出すること。その際，選手本人と確認できる学生連盟登録証又は所

属大学の学生証を提出し，チェックを受けること。 

（３）棄権する場合は，試合開始の３日前の正午までに大会事務局及び相手校に連絡すること。 

（４）ユニフォームは，正副の２色を用意すること。ただし，使用ユニフォームをチーム両者で決

定できないときは，シード校もしくは組合せ番号の若いチームを優先する。 

（５）指定された試合（原則として自チーム試合の前後のカード）に副審及び予備審として有資格

の登録審判員を派遣すること。 

（６）試合のベンチの位置については運営上の理由から，会場校が前もって設定することとする。 

 

 

試合規定（男子） 

（大会方式） 

１．試合方法は，トーナメント形式とし，３位決定戦を行う。 

（規 則） 

２．競技規則は，現行の（公財）日本サッカー協会規則による。 

（時 間） 

３．試合時間は，40 分－10 分－40 分とする。なお，勝敗の決定しないときはＰＫ方式により次回の出場

チームを決める。決勝戦で同点の時は，10分ハーフの延長戦を行い，それでも決定しないときは両者

を優勝校とする。炎天下の場合，主審の判断により前半，後半の途中に給水タイムをとることができ

る。 

（試合の成立） 

４．選手は，試合開始５分前に本部前に集合すること。なお，試合開始時間に出場選手が８名未満の場合



 

は，試合を放棄したものとみなす。 

（交 代） 

５．あらかじめ交代用紙に登録した７名の交代要員の中から５名まで交代できる。 

（退 場） 

６．主審より退場を命じられた選手は，次の１試合を出場停止とする。各試合を通じて主審より警告を２

回受けた選手は，次の１試合に出場することができない。 

（審 判） 

７．主審は関西サッカー協会に委嘱し，副審及び予備審を各大学の有資格登録審判員に委嘱する。 

（使 用 球） 

８．使用球は，（公財）日本サッカー協会検定球５号とする。（関西学生サッカーリーグ公式試合球） 

（参加資格） 

９．参加申込者以外の出場は認められない。締切後変更する必要のあるチームは，試合開始３日前まで 

（12月 8日の場合，12月 4日）に大会事務局に申し出ること。 

（棄 権） 

10．棄権する場合は，試合開始の３日前（12月 8日の場合，12月 4日）の正午までに大会事務局及び相手

校に連絡すること。 

 

 

総 合 優 勝 制 度 得 点 

１位－10点，２位－７点，３位－５点，４位－４点 

ただし，同順位の場合は，下位順位の得点との合計を平均する。 

  



 

〔７〕実 施 要 項［女子］ 

１．参加申込  

締切期日  平成３０年７月２０日（金）【必着】 

申 込 先  〒582-8582 大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1 

大会事務局 大阪教育大学学務部学生支援課課外活動係  

(TEL:072-978-3310 FAX:072-978-3980 mail:kinkoku@bur.osaka-kyoiku.ac.jp) 

参加資格  （ア）本大会規程第13条適用 

（イ）選手は医師の診断により大会参加が適当と認められた者で，当該大学長の

承認のある者に限る。 

参加人数  １大学１チームとし，全員参加申込できる。 

      ただし，人数が少ない場合は，合同チームの参加を競技委員長の審査の元認める

場合がある。 

申込方法  所定の依頼方法（参加申込）により提出すること。 

２．競技方法 

試合方法：（ア）トーナメント形式とし，３位決定戦を行う。 

（イ）試合時間は，30分－10分－30分とする。 

（ウ）同点の場合は，ＰＫ方式により次回進出チームを決定する。 

（エ）３位決定戦で同点の場合は，延長戦を行わずＰＫ方式により３位を決定する。 

（オ）決勝戦で同点の時は，10分ハーフの延長戦を行い，それでも決定しないとき

は両者を優勝校とする。 

試合規則：現行の（公財）日本サッカー協会競技規則による。ただし，選手の交代については，

あらかじめ交代用紙に登録した７名の交代要員の中から５名まで随時交代できる。 

試合成立：選手は，試合開始５分前に本部前に集合すること。なお，試合開始時間に出場選手

が８名以上いない場合は，試合を放棄したものとみなす。 

退  場：主審より退場を命じられた選手は，次の１試合を出場停止とする。各試合を通じて

主審より警告を２回受けた選手は，次の１試合に出場することができない。 

審  判：主審は決勝のみ関西学生サッカー連盟に委嘱し，1 回戦，準決勝，３位決定戦は各

大学男子有資格者登録審判員に委嘱する。副審・予備審は各大学の有資格の登録審

判員に委嘱する。 

使 用 球：（公財） 日本サッカー協会検定球５号（関西学生女子サッカーリーグ公式試合球） 

３．シ ー ド  第 55回大会の１位，２位をシードとする。 

４．表 彰  ３位までとする。 

５．そ の 他 

（１）選手に追加等の変更があるときは，試合開始３日前まで（8月18日の場合，8月14日）に，

大会事務局に届けること。 

（２）試合開始45分前までに，スターティングメンバー及び交代要員（最大限７人）の氏名，背番

号を記入の上，本部に提出すること。その際，選手本人と確認できる学生連盟登録証又は所

属大学の学生証を提出し，チェックを受けること。 

（３）棄権する場合は，試合開始の３日前の正午までに大会事務局及び相手校に連絡すること。 

（４）ユニフォームは，正副の２色を用意すること。ただし，使用ユニフォームをチーム両者で決

定できないときは，シード校もしくは組合せ番号の若いチームを優先する。 



 

（５）指定された試合（原則として自チーム試合の前後のカード）に副審及び予備審として有資格

の登録審判員を派遣すること。 

（６）試合のベンチの位置については運営上の理由から，会場校が前もって設定することとする 

 

 

試合規定（女子） 

（大会方式） 

１．試合方法は，トーナメント形式とし，３位決定戦を行う。 

（規 則） 

２．競技規則は，現行の（公財）日本サッカー協会規則による。 

（時 間） 

３．試合時間は，30 分－10 分－30 分とする。なお，勝敗の決定しないときはＰＫ方式により次回の出場

チームを決める。決勝戦で同点の時は，10分ハーフの延長戦を行い，それでも決定しないときは両者

を優勝校とする。炎天下の場合，主審の判断により前半，後半の途中に給水タイムをとることができ

る。 

（試合の成立） 

４．選手は，試合開始５分前に本部前に集合すること。なお，試合開始時間に出場選手が８名未満の場合

は，試合を放棄したものとみなす。 

（交 代） 

５．あらかじめ交代用紙に登録した７名の交代要員の中から５名まで交代できる。 

（退 場） 

６．主審より退場を命じられた選手は，次の１試合を出場停止とする。各試合を通じて主審より警告を２

回受けた選手は，次の１試合に出場することができない。 

（審 判） 

７．主審は決勝のみ関西サッカー協会に委嘱し，１回戦，準決勝は各大学有資格登録審判員委嘱する。副

審及び予備審を各大学の登録審判員に委嘱する。 

（使 用 球） 

８．使用球は，（公財）日本サッカー協会検定球５号とする。（関西学生女子サッカーリーグ公式試合球） 

（参加資格） 

９．参加申込者以外の出場は認められない。締切後変更する必要のあるチームは，試合開始３日前まで 

（8月18日の場合，8月14日）に大会事務局に申し出ること。 

（棄 権） 

10．棄権する場合は，試合開始の３日前の正午までに大会事務局及び相手校に連絡すること。 

 

 

総 合 優 勝 制 度 得 点 

１位－10点，２位－７点，３位－５点，４位－４点 

ただし，同順位の場合は，下位順位の得点との合計を平均する。 
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