
2015年度 大分県トレセンリーグ（Ｕ１３）  実施要綱 

 

１、目的        

① 県下各地区の優秀選手による交流を深め、レベルアップをめざす。 

              ② 県下各地区の優秀選手の発掘を図る。 

③ ナショナルトレセン、エリートプログラム、および大分県独自の育成トレーニングの伝達

講習を実施する。 

④ 大分県下各地区のトレセン活動の充実をめざす。 

２、主催          

大分県サッカー協会・技術委員会 

３、期日・会場    【決勝リーグ戦】 

       2015年 8月 15日（土）   Ｕ１３    （ フットボールセンター大分きつき ） 

                            

参加 10チームを下記のように 2グループに分けて、リーグ戦を行う。 

 

グループＡ    大分県トレセン、大分市トレセン、豊肥トレセン 

          別府市トレセン、宇佐高田トレセン 

              グループＢ    大分県トレセン、中津市トレセン、日田市トレセン 

                        佐伯市トレセン、速杵国東臼杵トレセン 

４、参加資格等     

２０１５年度大分県サッカー協会に加盟登録（第 3 種）された中学１・２年生の選手からな

る、各地区トレセンの選抜チームであること。 

・ ただし、現在の県トレ選手は除くこと。 

５、競技規則等     

             ① 平成２７年度日本サッカー協会の『サッカー競技規則』による。 

② チーム構成は、責任者及びコーチと選手（１６名以内）とする。 

③ 選手交代は、あらかじめ登録したものの中からフリーな交代とする。（出入り可） 

④ 退場、警告累積 2回となったものは、次の 1試合に出場できない。 

６、競技方法 （決勝リーグ） 

① 順位リーグ戦を実施する。（８人制） 

② 試合時間は３０分（１５分でコートチェンジ）とする。 

勝敗が決しない場合は、引き分けとする。             

③ リーグ戦における順位は、勝ち３点・引き分け 1点・負け 0点とし、 

勝ち点，得失点差，総得点，当該チームの勝敗の順で決定する。 

④ 審判は相互審判とする。（一人審判、二人審判も可） 

７、表彰等 

・ 優秀な選手は、県トレ練習会（選考会を兼ねる）に参加させる。 

正式に県トレセンへの参加を認められる場合がある。 

 



８、内容・日程     

【 ８月 15日（土） Ｕ１３ 】   

９：００～  地区代表者会議                           

   ９：３０～  大分市トレセン  ｖｓ  大分県トレセン  ，大分県トレセン ｖｓ  中津市トレセン 

  １０：１０～  豊肥トレセン ｖｓ 別府市トレセン     ，日田市トレセン  ｖｓ  佐伯市トレセン 

  １０：５０～  宇佐高田トレセン  ｖｓ  大分市トレセン  ，速杵国東臼杵トレセン  ｖｓ  大分県トレセン 

  １１：３０～  大分県トレセン  ｖｓ 豊肥トレセン   ，中津市トレセン  ｖｓ  日田市トレセン 

  １２：１０～  別府市トレセン  ｖｓ  宇佐高田トレセン ， 佐伯市トレセン  ｖｓ  速杵国東臼杵トレセン 

  １２：５０～  大分市トレセン  ｖｓ 豊肥トレセン  ，大分県トレセン ｖｓ 日田市トレセン  

  １３：３０～  大分県トレセン  ｖｓ  別府市トレセン  ，中津市トレセン  ｖｓ  佐伯市トレセン 

  １４：１０～  宇佐高田トレセン  ｖｓ 豊肥トレセン  ，速杵国東臼杵トレセン   ｖｓ 日田市トレセン 

  １４：５０～  大分市トレセン  ｖｓ  別府市トレセン  ，大分県トレセン ｖｓ 佐伯市トレセン 

  １５：３０～  大分県トレセン  ｖｓ  宇佐高田トレセン  ，中津市トレセン  ｖｓ  速杵国東臼杵トレセン 

   

 

９、参加方法 

① 参加申し込み    申し込み用紙を下記まで送付してください。 

                 できるだけ E-mailで送信してください。 

無理な場合は、フロッピーの郵送かＦａｘでお願いします。 

             〒 ８７９－０４４２  宇佐市大字城井１９９６番地の２ 

                       吉永 信昭    e-mail  novadreams2004@yahoo.co.jp 

  TEL/FAX    0978-33-2584 

                                                携帯   090-8404-6255 

          ② 締め切り     8月 7日 （金） 

          ③ 参加費      各地区  １０,０００円  （当日徴収します） 

                       （Ｕ１３、Ｕ１４の両カテゴリー分です） 

 

１０、その他 

          ① ユニフォーム（ビブス可）は、正副を用意し、背番号で選手本人が確認できるよう一致させる

こと。（できるだけ番号は、通し番号でお願いします） 

          ② 出場選手の保護者の承諾を、必ず取り付けること。 

          ③ 参加のための経費は、各チームの負担とする。 

          ④ 本大会中に発生した事故・傷害について、大会本部は一切責任を負わないので、各チーム

で処理できるよう、傷害保険への加入等、準備すること。 

⑤ 審判については対戦する両チームで話し合ってください。一人審判、二人審判も可です。 

⑥ 雨天にそなえて、地区ごとにテント等、必要に応じて準備してください。 

⑦ ごみの持ち帰りの徹底をおねがいします。 

⑧ フットボールセンターに隣接する山香中学校の敷地内には絶対に入らないようお願いします。

（駐車所やウオーミングアップでの使用も禁じます。） 

⑨ テントや氷の用意など、熱中症の対策を各チームでお願いします。 
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2015年度 大分県トレセンリーグ（Ｕ１４）  実施要綱 

 

１、目的        

① 県下各地区の優秀選手による交流を深め、レベルアップをめざす。 

              ② 県下各地区の優秀選手の発掘を図る。 

③ ナショナルトレセン、エリートプログラム、および大分県独自の育成トレーニングの伝達

講習を実施する。 

④ 大分県下各地区のトレセン活動の充実をめざす。 

２、主催          

大分県サッカー協会・技術委員会 

３、期日・会場    【決勝リーグ戦】 

       2015年 8月 16日（日）   Ｕ１４ （ フットボールセンター大分きつき ） 

                              

参加１０チームを下記のように 2グループに分けて、リーグ戦を行う。 

 

グループＡ    大分市トレセン、別府市トレセン、佐伯市トレセン 

          豊肥トレセン、宇佐高田トレセン 

              グループＢ    大分県トレセン、中津市トレセン、日田市トレセン 

                        臼杵市トレセン、速杵国東トレセン 

４、参加資格等     

2015年度大分県サッカー協会に加盟登録（第3種）された中学１・２年生の選手からなる、

各地区トレセンの選抜チームであること。 

・ ただし、現在の県トレ選手は除くこと。 

５、競技規則等     

             ① 平成２７年度日本サッカー協会の『サッカー競技規則』による。 

② チーム構成は、責任者及びコーチと選手（１６名以内）とする。 

③ 選手交代は、あらかじめ登録したものの中からフリーな交代とする。（出入り可） 

④ 退場、警告累積 2回となったものは、次の 1試合に出場できない。 

６、競技方法 （決勝リーグ） 

① 順位リーグ戦を実施する。（８人制） 

② 試合時間は３０分（１５分でコートチェンジ）とする。 

勝敗が決しない場合は、引き分けとする。             

③ リーグ戦における順位は、勝ち３点・引き分け 1点・負け 0点とし、 

勝ち点，得失点差，総得点，当該チームの勝敗の順で決定する。 

④ 審判は相互審判とする。（一人審判、二人審判も可） 

７、表彰等 

・ 優秀な選手は、県トレ練習会（選考会を兼ねる）に参加させる。 

正式に県トレセンへの参加を認められる場合がある。 

 



８、内容・日程     

 【 １６日 （日） Ｕ１４ 】  

９：００～  地区代表者会議                           

   ９：３０～  大分市トレセン  ｖｓ  別府市トレセン    ，大分県トレセン ｖｓ  中津市トレセン 

  １０：１０～  佐伯市トレセン ｖｓ  豊肥トレセン      ，日田市トレセン  ｖｓ  臼杵市トレセン 

  １０：５０～  宇佐高田トレセン  ｖｓ  大分市トレセン  ，速杵国東トレセン  ｖｓ  大分県トレセン 

  １１：３０～  別府市トレセン  ｖｓ 佐伯市トレセン     ，中津市トレセン  ｖｓ  日田市トレセン 

  １２：１０～  豊肥トレセン  ｖｓ  宇佐高田トレセン   ，臼杵市トレセン  ｖｓ  速杵国東トレセン 

  １２：５０～  大分市トレセン  ｖｓ 佐伯市トレセン    ，大分県トレセン ｖｓ 日田市トレセン  

  １３：３０～  別府市トレセン  ｖｓ  豊肥トレセン    ，中津市トレセン  ｖｓ  臼杵市トレセン 

  １４：１０～  宇佐高田トレセン  ｖｓ 佐伯市トレセン  ，速杵国東トレセン  ｖｓ 日田市トレセン 

  １４：５０～  大分市トレセン  ｖｓ  豊肥トレセン    ，大分県トレセン ｖｓ 臼杵市トレセン 

  １５：３０～  別府市トレセン  ｖｓ  宇佐高田トレセン  ，中津市トレセン  ｖｓ  速杵国東トレセン 

  

 

９、参加方法 

① 参加申し込み    申し込み用紙を下記まで送付してください。 

                 できるだけ E-mailで送信してください。 

無理な場合は、フロッピーの郵送かＦａｘでお願いします。 

             〒 ８７９－０４４２  宇佐市大字城井１９９６番地の２ 

                       吉永 信昭    e-mail  novadreams2004@yahoo.co.jp 

  TEL/FAX    0978-33-2584 

                                                携帯   090-8404-6255 

          ② 締め切り     8月 7日 （金） 

          ③ 参加費      各地区  １０,０００円  （当日徴収します） 

                       （Ｕ１３、Ｕ１４の両カテゴリー分です） 

 

１０、その他 

          ① ユニフォーム（ビブス可）は、正副を用意し、背番号で選手本人が確認できるよう一致させる

こと。（できるだけ番号は、通し番号でお願いします） 

          ② 出場選手の保護者の承諾を、必ず取り付けること。 

          ③ 参加のための経費は、各チームの負担とする。 

          ④ 本大会中に発生した事故・傷害について、大会本部は一切責任を負わないので、各チーム

で処理できるよう、傷害保険への加入等、準備すること。 

⑤ 審判については対戦する両チームで話し合ってください。一人審判、二人審判も可です。 

⑥ 雨天にそなえて、地区ごとにテント等、必要に応じて準備してください。 

⑦ ごみの持ち帰りの徹底をおねがいします。 

⑧ フットボールセンターに隣接する山香中学校の敷地内には絶対に入らないようお願いします。

（駐車所やウオーミングアップでの使用も禁じます。） 

⑨ テントや氷の用意など、熱中症の対策を各チームでお願いします。 
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