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運動部活動と対外試合への参加条件に関する
社会学的分析
－札幌地区の高校サッカー大会を事例に－
魚

住

智

広＊

【要旨】 本稿は，運動部活動が対外試合に参加するための条件に関する社会学的分析である。
先行研究は，大会方式の見直しが将来の運動部活動にとって重要であると論じてきた。しかし，
各方式の現状を検証せずに大会の形式的な見直しを求める議論には慎重にならざるをえない。
そこで本稿は，６つの高校サッカー大会を対象として，それぞれの大会がどのような学校の
生徒にどれほど試合出場機会を提供しているかについて整理した。その結果，先行研究で推奨
されてきたリーグ戦方式の大会は参加率が非常に低いことが明らかになった。また，大会への
参加障壁一つひとつをクリアしようとしても，複数の障壁が組み合わさることで生じる参加者
への負担が非常に大きく，大会参加を断念せざるをえない場合があった。よって今後は大会方式
や大会規定を形式的に変更するだけでなく，チーム状況に応じた配慮やチーム同士の非対称的な
関係への移行が必要であることが明らかになった。
【キーワード】運動部活動，トーナメント戦／リーグ戦，参加条件，高校サッカー

１

研究背景と目的

本稿は，運動部活動が対外試合に参加するための条件に関する社会学的分析である。今日まで，
運動部活動が参加する対外試合は，その規模や回数，開催期間，主催など，あらゆる側面にお
いて多様化してきた（関 1997: 89-93，110-115，147-154; 中澤 2014: 107-123; 神谷 2015:
36-40，100，200-203）
。また生徒たちは，年齢や学年，地域，性別，競技，そのレベルなどに
よって細分化され，自身が対象となる大会に参加してきた。
運動部活動という制度が生徒たちにスポーツ機会を保障してきたならば，対外試合は運動部
活動に所属する生徒たちに「試合出場機会」を提供してきたと言えるだろう。競技によって，
この試合出場機会の適度な提供は非常に重要であると考えられている。たとえば，日本サッカー
協会は，定期的な試合出場機会の提供が，日頃のトレーニングの目標設定やモチベーションの
維持を促進するとして，M-T-M（Match-Training-Match）というメソッドを打ち出している
（日本サッカー協会 2012: 29）
。このM-T-Mに即して新設された大会は，トーナメント戦方式
ではなく，年間を通じたリーグ戦方式で実施されている１）。つまり，従来の「負ければ終わり」の
トーナメント戦方式では定期的に試合出場機会を提供できないことを問題視し，
「負けても次が
ある」リーグ戦方式を推奨している。
このような大会方式の見直しの重要性は，先行研究のなかでも論じられてきた。たとえば神谷
＊
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（2015）は，
「自治と勝利の同時追求」のために，従来のトーナメント戦から「小規模のリーグ戦」
への変更を提案している。彼によれば，「部員が立ち上がっていく余地を残す」ことのできる
リーグ戦によって「子どもの自治が育まれ，それは教師の多忙化の解消にもつながっていく」と
いう（神谷 2015: 304）
。また神谷は同著のなかで，大会の具体的な在り方として「シーズン制」の
導入を提案している。彼はシーズン制に関してアメリカを例としながら「大会の規模や回数を
拡大しなくても（活動期間を限定しても）一流の選手は育っている」と述べた（神谷 2015: 40）
。
だが，日本の若者を対象とした今日のリーグ戦方式の大会は，果たして神谷が推奨するような
優位性のある大会として成立しているのだろうか。そもそも，トーナメント戦における１回戦
敗退と比較すれば，
「負けても次がある」リーグ戦は試合数が多い。つまり，リーグ戦の推奨
自体が試合数の増加を意味しており，大会規模の拡大を抑制しなければ生徒や顧問教員の負担
増加につながりかねない。またリーグ戦方式であっても，多くの大会では順位を争うため，勝利
至上主義から逃れる方策としてこの方式が有用であるかは慎重な議論が必要である２）。した
がって本稿は，運動部活動の改善策の一つとして対外試合の在り方の見直しを求めるのであれ
ば，各大会方式の現状について改めて検証する必要があるという立場をとる。
対外試合の意義やその実施方法について検討した先行研究は決して多くない。藤田（1995）は，
子どもの保護者が監督やスタッフを担いながら運営する野球少年団でフィールドワークを実施
した。藤田によれば，この少年団にとって，対外試合での勝利は指導者を務める保護者の活動を
正当化しチームの凝縮性を高める一方で，敗北は保護者としての役割と自覚，家族同士のつな
がりのなかでスポーツの「教育的意義」を確認する契機として心情的に処理される様子を描い
た。つまり，指導者としての保護者が「親という役割をもっていること，そして，それぞれの
父母らは平等関係にあるという事実が過度の勝利至上主義への歯止めとして機能している」事例
を示した（藤田1995: 56）
。大会の実施方法に関する興味深い事例としては，中塚（2006）が
取り上げた「DUOリーグ」がある。このリーグは当該地域の高校サッカー部などが独自の理念の
もとに運営するサッカーリーグであり，当事者が組織した対外試合の事例として示唆に富む３）。
また大会方式を議論する際には，桑野（2012）の合同部活動に関する論考のように，大会規定
が特定の立場に置かれた人々から試合出場機会を奪っていないか十分に考慮する必要があるだ
ろう。
よって本稿は，対外試合の意義やその実施方法が持つ影響が，当事者の文脈によって大きく
異なることを十分に注意したうえで，対外試合がどのような学校の生徒にどれほど試合出場機会
を提供しているかについて整理することを目的とする。調査対象となる競技は，前述したように
大会方式の見直しを続けているサッカーである。とりわけ，札幌市とその近郊の高校サッカー部
を対象とし，彼らが参加できる６つの大会について分析を行った。

２

調査対象と分析方法

２－１

対外試合の概要

本稿は，札幌市とその近郊の高校サッカー部が参加資格を持つ６つの対外試合を対象として，
その参加条件について分析を行う。表１は６つの大会の概要を示したものである４）。これらの

実質的にサッカー部が参加する大会となっており、本稿の調査対象に含むこととする。
以上①②③④⑥の大会は、トーナメント戦方式、もしくは予選リーグ戦と決勝トーナメント
戦の併用で実施され、大会期間は 2 日間から 5 日間程度である。一方、これらの大会と一線を
運動部活動と対外試合への参加条件に関する社会学的分析
画した方式で行われるのが、
2011 年度に新設された⑤高円宮杯である。正式名称は「高円宮杯3
JFA U-18 サッカーリーグ」であり、②や③とならぶ全国規模の大会である。この大会の重要な
表１ 調査対象となる６つの高校サッカー大会

大会は，札幌市およびその近郊のすべての高校サッカー部が参加資格を持つ対外試合である。
つまり，参加資格を得るために予選を勝ち抜く必要性がなく，これらが北海道大会や全国大会
への進出（昇格）をかけた予選大会にあたる，もっとも下位の大会である。とくに②高体連と
③選手権は，それぞれ「全国高等学校総合体育大会」と「全国高等学校サッカー選手権大会」
という２大全国大会の予選にあたり，全国すべての高校サッカー部が参加できる大会である。
また札幌地区では，①春季大会にて勝ち上がった上位チームが②のシード権を獲得できるため，
北海道大会や全国大会への進出を狙うチームにとって①は重要な大会となりうる。④新人戦は，
高校１年生と２年生のみが参加できる大会であるため，このような略称で呼ばれている。なお，
⑥フットサル大会は，サッカーを行う大会ではないが，フットサルが盛んな北海道では実質的
にサッカー部が参加する大会となっており，本稿の調査対象に含むこととする。
以上①②③④⑥の大会は，トーナメント戦方式，もしくは予選リーグ戦と決勝トーナメント戦の
併用で実施され，大会期間は２日間から５日間程度である。一方，これらの大会と一線を画した
方式で行われるのが，2011年度に新設された⑤高円宮杯である。正式名称は「高円宮杯
JFAU-18サッカーリーグ」であり，②や③とならぶ全国規模の大会である。この大会の重要
な特徴は，昇降格を制度化したリーグ戦方式で行うことである。最上位を「プレミアリーグ」，
以下「プリンスリーグ（地域リーグ）
」
「都道府県リーグ」
「地区リーグ（ブロックリーグ）
」とし，
年間を通じて実施する５）。そのため，表１からもわかるように，⑤の開催期間はもっとも長く，
試合数も非常に多くなっている。また⑤には，運動部活動だけでなくプロサッカークラブの育成
組織６）や，民間サッカークラブも参加できる。よって，高校運動部活動のみが参加する②や③とは
異なり，
「高校年代の真の日本一」を決める大会という表現が用いられることがある７）。
しかし，札幌地区において⑤⑥の大会に参加する高校数は，①②③④と比較すると非常に少
ないのが現状である。表２は，2017年度に札幌地区に属した54校の各大会への参加率である８）。
もっとも参加率の高い②を100％としたとき，①③④はほぼすべての高校が参加しているにもか
かわらず，⑤⑥の参加率は極端に低い。⑥はサッカーではなくフットサルを行う大会であるため，
部の方針によって参加しない高校があることは十分に理解できる。一方，⑤の参加率が50％程
度にとどまっていることは重要である。なぜならこの大会は，本稿の冒頭でも触れたように，
定期的な試合出場機会の提供を目的として新設されたリーグ戦方式の大会だからである９）。
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高円宮杯の参加校における複数チーム擁立校一覧（2018年度）

北海道サッカー協会(2018)、札幌地区サッカー協会(2018b, c, d)をもとに作成

チームは，北海道コンサドーレ札幌の育成組織を含めて計24チームとなり，表５に示された51チー
る高校もある。また、複数チームを擁立している高校はほぼ私立高校であり、公立高校は

ムの約半数にあたる。このことから，このリーグ戦方式の大会による試合出場機会の分配は，
札幌工業のみとなっている。公立高校にとって、複数の大会会場へと引率するための教員
一部の高校の生徒に偏って行われていることが理解できる。

タッフの数を確保することは非常に困難であるからだと考えられる。くわえて、(9)札幌東
一方，⑤への不参加校の多くは公立高校である。表６は，2018年度の⑤に参加していない札幌

き、上位リーグに所属している高校はすべて私立高校である。では、各高校の
地区の24校を示している。(1)から(4)の４校を除くと他の20校は公立高校となっている。また， 2nd 以下の
ムは、どのようにリーグ構成に組み込まれているのだろうか。
(5）札幌月寒，(6）札幌東豊のように，前年の2017年度に⑤に参加しながら，2018年度の⑤には

参加していない高校もある。
表 5 は、都道府県リーグにあたるプリンスリーグを除いた、札幌地区で行われるリーグ
以上より，札幌の高校サッカー部が参加できる６つの大会の概要と，その実態をいくつかの表に

構成を示している。網掛けとなっている部分は、各高校の 2nd 以下のチームを表している

4 にて上位リーグに属している高校はほぼすべて私立高校であることは触れたが、この表

示したいのは、いくつかの私立高校の 2nd チーム、もしくは 3rd チームもまた、ほぼすべ
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表５

高円宮杯のリーグ構成（札幌地区：2018年度）

札幌地区の 24 校を示している。
(1)から(4)の 4 校を除くと他の 20 校は公立高校となっている。
表６

高円宮杯不参加一覧（2018年度）

また、(5)札幌月寒、(6)札幌東豊のように、前年の
年度の
学校名
公立／私立
学校名
公立／私立 2017 年度に⑤に参加しながら、2018
学校名
公立／私立

1⑤には参加していない高校もある。
北海学園札幌
私立
9
野幌
公立
17
江別
公立
2
札幌北斗
私立
10
石狩南
公立
18
当別
公立
3 以上より、札幌の高校サッカー部が参加できる
札幌静修
私立
11
札幌北
公立
19
札幌厚別
公立
6 つの大会の概要と、その実態をいくつかの
4
北嶺
私立
12
札幌国際情報
公立
20
札幌藻岩
公立
5表によって示してきた。小括として、本稿が札幌地区の高校サッカー大会について検討を進め
札幌月寒
公立
13
札幌北陵
公立
21
札幌手稲
公立
6
札幌東豊
公立
14
札幌平岸
公立
22
札幌白稜
公立
2札幌西稜
つである。第一に、⑤高円宮杯、⑥フットサル大会は何らか
7るうえで重要視する点は以下の
札幌英藍
公立
15
公立
23
札幌南稜
公立
8
札幌琴似工業
公立
16
札幌開成
公立
24
札幌啓北商業
公立

の理由によって、多くの高校サッカー部が不参加であること。第二に、⑤に関して各高校は、
北海道サッカー協会（2018）、札幌地区サッカー協会（2018a, b ,c , d）をもとに作成

［１］複数チームを擁立する高校［２］1 チームのみで参加する高校［３］不参加の高校の 3

通りに大きく場合分けできること、である。したがって本稿は、⑤⑥の二つの大会について、
とくに［３］不参加の高校の視点から、以下の 2 つの方法を用いて分析を行うこととする。
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よって示してきた。小括として，本稿が札幌地区の高校サッカー大会について検討を進めるうえ
で重要視する点は以下の２つである。第一に，⑤高円宮杯，⑥フットサル大会は何らかの理由に
よって，多くの高校サッカー部が不参加であること。第二に，⑤に関して各高校は，［１］複数
チームを擁立する高校［２］
１チームのみで参加する高校［３］不参加の高校の３通りに大きく
場合分けできること，である。したがって本稿は，⑤⑥の二つの大会について，とくに［３］不
参加の高校の視点から，以下の２つの方法を用いて分析を行うこととする。
２－２

資料分析

第一に，札幌地区サッカー協会および北海道サッカー協会のウェブサイト上で公開されてい
る大会の開催要項を主な資料として，各大会への参加条件を整理する。各大会の開催要項には，
表１で示した主催や期日以外にも細かな違いがあるため，それらを図表化することで，それぞ
れの大会への参加条件の差異を明確に視覚化する。
また資料として，各大会の参加チームに配布されるプログラムを用いて，
（不）
参加校の共通項
を見い出したい。筆者は，後述する参与観察によって，高校サッカー部の指導者として各大会に
参加していたため，いくつかの大会プログラムを入手している。プログラムには，各校の登録
選手数や前所属チームなどが記されており，各大会の特性を検討するうえで重要な資料となる。
なお，一部の資料には各校および所属する生徒たちの個人情報が記されている場合がある。
そのため，ウェブサイト上で閲覧可能な資料を除き，参与観察に入手した資料を用いた場合は
学校名および個人名が特定されぬよう考慮する。
２－３

参与観察と高校サッカー部の概要

第二に，北海道の公立Ａ高校サッカー部における調査である。Ａ高校は，都市から離れた郊外
に位置する学校である。2015年１月から調査を開始し，同年４月から2018年５月までＡ高校サッ
カー部で外部コーチを務めながら参与観察を行った。運動部活動の運営に携わることで，彼ら
の抱える文脈のなかに身を置きながら，対外試合への参加について考察を深めることを狙いの
一つとした。
Ａ高校の特徴として，
近年の学校規模の縮小がある。ここ数年は入学希望者が定員数を下回っ
ているため，学級数を減らして運営している。したがってＡ高校サッカー部も非常に小規模の
運動部活動である。2015年度から2018年度において，３年生時の②高体連の終了まで部活動を
継続した生徒は，それぞれ６人，７人，５人，７人であった。また途中退部を経て復帰する生徒
も多く，時期によっては部員数が競技に必要な11人を下回っていた。そのため，詳しくは後述
するが，少人数でも行うことのできるフットサル活動に力を入れており，⑥フットサル大会に
は毎年度参加している。
一方，他の大会への参加状況は年度ごとに異なる。表７からもわかるように，⑥以外にも①②③
には毎年参加している一方で，⑤高円宮杯には2016年度以降参加していない。また2016年度の
④新人戦についても，後述する理由で参加を断念している。
調査期間中，Ａ高校サッカー部は３人の顧問教員によって運営されてきた。本稿では，それ
ぞれ教員Ｓ，Ｔ，Ｕと表す。教員Ｓは，調査期間を通じて顧問教員を務めた人物である。サッ
カーを専門競技とし，指導者資格および審判資格を所有している。したがって，練習メニュー
や試合に出場する選手の決定は，主に教員Ｓが担当してきた。2016年度まで顧問教員を務めた
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表７ Ａ高校サッカー部の各大会への参加状況（2018年６月時点）

や試合に出場する選手の決定

主に教員 S が担当してきた

2016 年度まで顧問教員を務め

教員 T は、サッカーを専門と

ていない。よって、練習試合

公式大会への引率を教員 S と

もに担当することはあったが
参与観察中のデータをもとに作成

技術指導は行わなかった。20

年度に着任し 1 年間のみ顧問教員を務めた教員 U は、選手としてはサッカー未経験者だが

長らくサッカー部の顧問教員を務めた経験があった。指導者資格と審判資格はかつて所有し
教員Ｔは，サッカーを専門としていない。よって，練習試合や公式大会への引率を教員Ｓととも
いたものの未更新のため 2017 年度時点では失効していた。
に担当することはあったが，技術指導は行わなかった。2017年度に着任し１年間のみ顧問教員を

したがって A 高校サッカー部の顧問教員は常に、サッカーを専門競技とし指導者資格や
務めた教員Ｕは，選手としてはサッカー未経験者だが，長らくサッカー部の顧問教員を務めた

判資格を所有する教員や、対外試合の引率などに非常に協力的な教員が担当してきた。ま
経験があった。指導者資格と審判資格はかつて所有していたものの未更新のため2017年度時点

では失効していた。
2017 年度には、技術指導を行うことのできる教員が 2 人に増え、体制はさらに充実するこ

したがってＡ高校サッカー部の顧問教員は常に，サッカーを専門競技とし指導者資格や審判
になった。にもかかわらず、A 高校サッカー部は、参加資格を持つすべての大会に参加する

資格を所有する教員や，対外試合の引率などに非常に協力的な教員が担当してきた。また2017年度
とはできていない。つまり、彼らが大会参加を断念した理由は、引率を行うことのできる顧

には，技術指導を行うことのできる教員が２人に増え，体制はさらに充実することになった。
教員の不在や、教員の負担が理由ではない、ということである。以降、A 高校サッカー部に

にもかかわらず，Ａ高校サッカー部は，参加資格を持つすべての大会に参加することはできて
っての大会への参加条件については、3 章で各大会への参加障壁を整理し全体像を把握した
いない。つまり，彼らが大会参加を断念した理由は，引率を行うことのできる顧問教員の不在や，
ち、4 章にて参与観察中のデータをもとに詳しく記述することとする。
教員の負担が理由ではない，ということである。以降，Ａ高校サッカー部にとっての大会への
参加条件については，３章で各大会への参加障壁を整理し全体像を把握したのち，４章にて参与

３ 対外試合の参加条件に関する基礎データ

観察中のデータをもとに詳しく記述することとする。

本章より、対外試合の参加条件に関して各大会を比較しながら具体的な記述を試みる。と

わけ本章で行うのは、ウェブサイト上、もしくは参与観察中に入手した資料の整理および分

である。３−１では、２−１で示した 6 つの大会への参加障壁について、札幌地区サッカー協

および北海道サッカー協会で公開されている各大会の開催要項を用いて整理する。３−２では
３．対外試合の参加条件に関する基礎データ
参与観察中に入手した 2017 年度④新人戦のプログラムを用いて、⑤高円宮杯の実施期間と
校の選手数の関連性について分析する。

本章より，対外試合の参加条件に関して各大会を比較しながら具体的な記述を試みる。とり
わけ本章で行うのは，ウェブサイト上，もしくは参与観察中に入手した資料の整理および分析で

３−１ 各大会の参加障壁の比較および整理
ある。３－１では，２－１で示した６つの大会への参加障壁について，札幌地区サッカー協会

高校サッカー部が各大会に参加するには、大会の開催要項に記された「参加申込」欄に沿
および北海道サッカー協会で公開されている各大会の開催要項を用いて整理する。３－２では，

て申し込みを行う必要がある。たとえば 2017 年度②高体連の開催要項（札幌地区サッカー
参与観察中に入手した2017年度④新人戦のプログラムを用いて，⑤高円宮杯の実施期間と各校の
会 2017）の「参加申込」欄にはこのように記されている。
選手数の関連性について分析する。
３－１

参加校は、次の各項の申し込み手続きを行うこと。
各大会の参加障壁の比較および整理

高校サッカー部が各大会に参加するには，大会の開催要項に記された「参加申込」欄に沿って
(1)「参加申込書」
「プログラム作成用エントリー表」の Excel ファイルを 5 月 8 日(月)15
申し込みを行う必要がある。たとえば2017年度②高体連の開催要項（札幌地区サッカー協会
までに当番校宛てにメール送信すること。

2017）の「参加申込」欄にはこのように記されている。
(2)押印済みの
「参加申込書」
を 5 月 8 日(月)15:00 までに当番校宛てに FAX 送信すること

(3)押印済みの「参加申込書」の原本を 5 月 9 日(火)まで当番校に到着するように郵送す
か、5 月 10 日(水)の監督主将会議の受付時に提出すること。
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参加校は，次の各項の申し込み手続きを行うこと。

ここにある「参加申込書」などの Excel ファイルは、各地区サッカー協会のウェブサイト上
(1)「参加申込書」
「プログラム作成用エントリー表」のExcelファイルを５月８日(月）15:00

でダウンロードできる。また他の大会もほぼ同様の手順で大会への参加申し込みが可能であり、
までに当番校宛てにメール送信すること。

デジタル環境が整う教育現場において、この手続きが各校や顧問教員にとって大会への参加障
(2) 押印済みの「参加申込書」を５月８日(月）15:00までに当番校宛てにFAX送信すること。

壁になっているとは考えにくい。

(3) 押印済みの「参加申込書」の原本を５月９日(火)まで当番校に到着するように郵送す
では、
実際に申し込み手続きを行うなかで想定される各大会への参加障壁について整理した
るか，５月10日(水)の監督主将会議の受付時に提出すること。
い。用いるのは
2017 年度に行われた各大会の開催要項である。とくに本稿が注目すべきだと

考える項目は、
「参加料」
「会場」
「参加資格」
「審判割り当て」の 4 点である。

ここにある「参加申込書」などのExcelファイルは，各地区サッカー協会のウェブサイト上で
まず
「参加料」を比較すると、⑤高円宮杯を除いた 5 つの大会の参加料は 10,000 から 15,000

ダウンロードできる。また他の大会もほぼ同様の手順で大会への参加申し込みが可能であり，
円程度である。⑤の参加料は他の大会と比較すると高額だが、リーグ戦方式で行われるため複
デジタル環境が整う教育現場において，この手続きが各校や顧問教員にとって大会への参加障壁
数の試合が確約されている。たとえば、2017
年度の札幌地区リーグ 3 部では年間で 14 試合が

になっているとは考えにくい。
行われ、1
試合当たりで換算すると 5000 円弱となる。つまり、トーナメント戦方式の大会に

てでは，実際に申し込み手続きを行うなかで想定される各大会への参加障壁について整理したい。
1 回戦で敗退するよりも割安だと考えることも可能である。ただし、試合数が多いほど交通
用いるのは2017年度に行われた各大会の開催要項である。とくに本稿が注目すべきだと考える
費は増えるため、参加者にとって
1 試合当たりの参加料は実質的に 5000 円を超えると言える
項目は，
「参加料」
「会場」
「参加資格」
「審判割り当て」の４点である。
だろう。
まず「参加料」を比較すると，⑤高円宮杯を除いた５つの大会の参加料は10,000から15,000円
つぎに「会場」欄を見ると、参加校に会場担当が割り当たる大会は、⑤のみである。札幌地
程度である。⑤の参加料は他の大会と比較すると高額だが，リーグ戦方式で行われるため複数の
区において①春季大会と④新人戦は、
事実上いくつかの高校が交代しながら会場を担当してい
試合が確約されている。たとえば，2017年度の札幌地区リーグ３部では年間で14試合が行われ，
る。これは、顧問教員が当番校を担当できる人物であること、スタッフを担当する部員数が確
１試合当たりで換算すると5,000円弱となる。つまり，トーナメント戦方式の大会にて１回戦で
保できること、グラウンドが規格を十分に満たしていること、などを考慮した際、札幌地区で
敗退するよりも割安だと考えることも可能である。ただし，試合数が多いほど交通費は増える
該当する高校が 10 校程度に限られるからだと考えられる。
ため，参加者にとって１試合当たりの参加料は実質的に5,000円を超えると言えるだろう。
「参加資格」は、各大会の特徴を明確に示している。全国の高校が参加する②と③選手権に
つぎに「会場」欄を見ると，参加校に会場担当が割り当たる大会は，⑤のみである。札幌地区
主な特記事項はなく、高い参加率を持つことが理解できる。①は、例年
4 月下旬から 5 月上旬
において①春季大会と④新人戦は，事実上いくつかの高校が交代しながら会場を担当している。
にかけて行われるため、参加申し込みの手続きを 4 月中に行わなくてはならない。これは言い
これは，顧問教員が当番校を担当できる人物であること，スタッフを担当する部員数が確保できる
換えれば、4 月に入学する高校 1 年生の入部を待たずして、2 年生と 3 年生のみで 11 人以上の
こと，グラウンドが規格を十分に満たしていること，などを考慮した際，札幌地区で該当する
部員を確保できることが参加条件となりうるということである 10)。同様に④も、3 年生が出場
高校が10校程度に限られるからだと考えられる。
できない大会のため、
1 年生と 2 年生のみで 11 人以上の部員が必要となる。また、④⑤⑥フッ
「参加資格」は，各大会の特徴を明確に示している。全国の高校が参加する②と③選手権に
トサル大会においては、
「参加資格」欄に「連日の試合に耐えうる健康体であること」という

記載がある。とりわけ⑤は試合数が多く、参加すれば他の大会と合わせて多くの週末に試合出
表８

各大会の開催要項の特記事項一覧（2017年度）

場機会が提供されるため、このような記載があると考えられる。
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最後に「審判割り当て」である。特記すべきは、⑤と⑥である。⑤はリーグ戦方式で行われ、
他の大会と比較すると試合数が特段に多くなっている。そのため、大会を成立させるために、

主な特記事項はなく，高い参加率を持つことが理解できる。①は，例年４月下旬から５月上旬

参加する高校は審判資格所有者を 2 名以上必要とする。たとえば、審判資格を持つ顧問教員が

にかけて行われるため，参加申し込みの手続きを４月中に行わなくてはならない。これは言い

1 名の場合、最低 1 名の生徒、もしくは異なる顧問教員が日本サッカー協会公認の審判資格を
換えれば，４月に入学する高校１年生の入部を待たずして，２年生と３年生のみで11人以上の
10）
取得する必要がある。また⑥は、フットサル審判という特殊な資格を必要とするため、不帯同
部員を確保できることが参加条件となりうるということである
。同様に④も，３年生が出場

審判料を支払うという救済措置が用意されている。
できない大会のため，１年生と２年生のみで11人以上の部員が必要となる。また，④⑤⑥フッ
以上の大会開催要項の整理より、
⑤および⑥の参加率を低下させていると考えられる事項は、
トサル大会においては，
「参加資格」欄に「連日の試合に耐えうる健康体であること」という
（１）参加料、交通費による負担（２）審判および会場スタッフ業務による負担（３）連日の
記載がある。とりわけ⑤は試合数が多く，参加すれば他の大会と合わせて多くの週末に試合出場
機会が提供されるため，このような記載があると考えられる。
試合による日程的および身体的負担、の 3 点であることが推測された。また参加率の高い①お
最後に「審判割り当て」である。特記すべきは，⑤と⑥である。⑤はリーグ戦方式で行われ，
よび④の参加に関しても、
（４）2 学年のみでの十分な部員数の確保、が重要であることが把
他の大会と比較すると試合数が特段に多くなっている。そのため，大会を成立させるために，
握できた。そのため本稿では、これらの 4 つの項目を大会への「参加障壁」
、これらの参加障
参加する高校は審判資格所有者を２名以上必要とする。たとえば，審判資格を持つ顧問教員が
壁をクリアすることを「参加条件」と呼び、高校サッカー部がいかにして参加条件を満たして
１名の場合，最低１名の生徒，もしくは異なる顧問教員が日本サッカー協会公認の審判資格を
いくかについて論じていく。
取得する必要がある。また⑥は，フットサル審判という特殊な資格を必要とするため，不帯同
審判料を支払うという救済措置が用意されている。

３−２ リーグ戦の実施期間と選手数の関連性

以上の大会開催要項の整理より，⑤および⑥の参加率を低下させていると考えられる事項は，

この節では、大会への参加障壁であることが予想される（３）連日の試合による日程的およ

(1）参加料，交通費による負担 (2）審判および会場スタッフ業務による負担 (3）連日の試合に

び身体的負担（４）2 学年のみでの十分な部員数の確保、に着目し、参与観察中に入手した④

よる日程的および身体的負担，の３点であることが推測された。また参加率の高い①および④の

新人戦の大会プログラムを用いながら参加率の低い⑤高円宮杯に関して分析を行う。なお、④

参加に関しても，(4)２学年のみでの十分な部員数の確保，が重要であることが把握できた。

のプログラムを用いて⑤を分析するという一見いびつな方法を用いる理由は、1、2 年生のみ

そのため本稿では，これらの４つの項目を大会への「参加障壁」
，これらの参加障壁をクリア

が参加できるという④の特徴を利用し、3 年生を除いた各チームの選手数を把握するためであ
することを「参加条件」と呼び，高校サッカー部がいかにして参加条件を満たしていくかにつ
る。
いて論じていく。
多くの高校 3 年生にとって、③選手権は、高校生活最後の大会として位置づいている。その
ため、3
年生は③の敗退後、部活動を終え、1、2 年生は④と⑤の残りの試合に向けて活動を再
３－２
リーグ戦の実施期間と選手数の関連性
この節では，大会への参加障壁であることが予想される
(3）連日の試合による日程的および
開することになる。これまで本稿では、④について、1、2
年生のみが参加資格を持つ大会で
身体的負担
(4）学年のみでの十分な部員数の確保，に着目し，参与観察中に入手した④新人戦
あると述べてきた。しかしここで注目すべきは、表
9 にも示される通り、⑤もまた、③が終了
の大会プログラムを用いながら参加率の低い⑤高円宮杯に関して分析を行う。なお，④のプロ
し 3 年生が部活動を終えて以降、1、2 年生のみで参加しなくてはならない時期を含む大会だ
グラムを用いて⑤を分析するという一見いびつな方法を用いる理由は，１，
２年生のみが参加
ということである。この 9 月から 10 月上旬は、③④⑤の 3 つの大会が重なるため、生徒たち
できるという④の特徴を利用し，３年生を除いた各チームの選手数を把握するためである。
の身体的負担が大きくなる時期である。つまり、2 学年の生徒のみでこの時期の連戦に耐えう
多くの高校３年生にとって，③選手権は，高校生活最後の大会として位置づいている。その

るほどの部員数を確保しているという確信があってはじめて、大会が開始する 4 月時点で⑤に

ため，３年生は③の敗退後，部活動を終え，１，
11) ２年生は④と⑤の残りの試合に向けて活動を

エントリーすることができるのである 。

再開することになる。これまで本稿では，④について，１，
２年生のみが参加資格を持つ大会で

表 10 は、2017 年度④に参加した 52 校の登録選手数（高 1、2 年生の選手数）を、同じく 2017
表９

各大会の実施期間（網掛け部分，2017年度）

運動部活動と対外試合への参加条件に関する社会学的分析

あると述べてきた。しかしここで注目すべきは，表９に
も示される通り，⑤もまた，③が終了し３年生が部活動
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表10 新人戦の登録選手数と
高円宮杯の参加／不参加一覧

を終えて以降，１，２年生のみで参加しなくてはならな

年度⑤の参

網掛けの部

先に述べ

い時期を含む大会だということである。この９月から10

を擁立する

月上旬は，③④⑤の３つの大会が重なるため，生徒たち

不参加の高

の身体的負担が大きくなる時期である。つまり，２学年

10 より④へ

の生徒のみでこの時期の連戦に耐えうるほどの部員数を

人［２］30

確保しているという確信があってはじめて，大会が開始

の参加に大

する４月時点で⑤にエントリーすることができるのであ

この人数は

る11）。

によって実

表10は，2017年度④に参加した52校の登録選手数（高

を用いるこ

１，２年生の選手数）を，同じく2017年度⑤の参加／不

可能な各校

参加に分けて示したものである。なお網掛けの部分は，

動に問題は

複数チーム擁立校を示した。

は 60 人とな

先に述べた通り，⑤について各校は，
［1］複数チームを
擁立する高校［2］１チームのみで参加する高校［3］不

載される登

参加の高校の３通りに場合分けすることができる。表10

「か高校」

より④への登録選手の平均人数は，それぞれ［1］44人

も想定され

［2］30人［3］23人となり ，２学年の選手数が⑤の参加

の差はより

に大きな影響を及ぼすことが示唆された。なお，この

以上、３

12）

人数は④への登録選手数であり，当時の怪我人などに

とくに参加

よって実際の部員数との変動はありうる。だが，表10を

その結果、
（

用いることの目的は，９月から10月にかけてプレーが可能

よび会場ス

な各校の部員数を把握するためであり，この値の変動に

る日程的お

問題はないと考える。また，
「か高校」の登録選手数は

大会への参

60人となっているが，これは④の大会プログラムに記載

った場合、

される登録選手数の上限が60人であったためであり，

れた。また

「か高校」の１，
２年生の実際の部員数はさらに多いことも

も、
（４）2

想定される。その場合，
［1］と［ 2 ］
［ 3 ］の部員数の差は

の参加障壁

より拡大することになる。

年間を通じ

以上，３－１，
３－２より，各大会の参加条件について，

えて以降、
2

とくに参加率の低い⑤に焦点を当てながら検討してきた。

い時期を含

その結果，
（1）参加料，交通費による負担 （2）審判および
会場スタッフ業務による負担 (3）連日の試合による日程的および身体的負担の３項目をクリアす

４ 参与観察

ることが大会への参加条件となっており，これらが参加障壁となった場合，参加を見送る高校

これまで本稿では、資料分析をもとに、札幌地

が存在する可能性が推測された。また，３－２では，①や④だけでなく，⑤においても，
（4）２

各大会の参加障壁について整理してきた。また

学年のみでの十分な部員数の確保，が大会への参加障壁となりうることが示唆された。これは，

する高校［２］1 チームのみで参加する高校［

⑤が年間を通じて行う大会であり，高校３年生が部活動を終えて以降，２学年の生徒のみで連
戦に臨まなくてはならない時期を含むからである。

ぞれの部員数には大きな差があることを３−２に
本章では、
［３］不参加の高校にあたる公立

に、前章で示した大会への参加障壁が実際の部
について検討する。４−１では、参与観察中に
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４．参与観察
これまで本稿では，資料分析をもとに，札幌地区において参加率の低い⑤高円宮杯を中心に，
各大会の参加障壁について整理してきた。また，この⑤においては，［1］複数チームを擁立す
る高校 ［2］１チームのみで参加する高校 ［3］不参加の高校と３通りの高校があり，それぞれ
の部員数には大きな差があることを３－２にて示した。
本章では，［3］不参加の高校にあたる公立Ａ高校サッカー部での３年間の参与観察をもとに，
前章で示した大会への参加障壁が実際の部活動に対してどのような影響を及ぼしていたかについ
て検討する。４－１では，参与観察中にＡ高校サッカー部が唯一⑤に参加した2015年度のデータ
をもとに，小規模の運動部活動が（2）審判および会場スタッフ業務による負担 （3）連日の試合
による日程的および身体的負担，にどのように直面していたかを述べる。４－２では，
（1）参加
料，交通費による負担 （3）
（4）２学年のみでの十分な部員数の確保，などに問題を抱えながら，
小規模の運動部活動が将来的な見通しを持って活動することの困難性について記述する。くわえ
て４－３では，これまで詳細に記述することのできなかった⑥フットサル大会について，Ａ高校
サッカー部の活動をもとに言及する。
４－１

試合間隔による想定されない身体的負担

筆者は2015年４月から2018年５月末までＡ高校サッカー部の外部コーチを務めた。この期間中，
Ａ高校サッカー部が⑤高円宮杯に参加したのは2015年度のみであり，2016，2017，2018年度は，
それぞれ前年度の時点で不参加を決めている。そして，Ａ高校サッカー部が2016年度以降⑤へ
の参加を断念したのは，2015年度の経験が大きく影響していると言える。
まず2015年度の⑤に関して，教員Ｓは前年度の１月時点で実際に参加するかどうか決めかねて
いた。当時はまだコーチではなかった筆者が2015年度の予定について質問した際，彼は，
「この
年代（当時の１，
２年生）の選手たちは技術的にもしっかりしてるんですよね。ブロックリーグ
にも出られそうだなと」と語りながらも，⑤という大会そのものについては，
「上に上がる（昇格
制度のある）リーグはもう，強豪校のものですから」と述べ13），⑤がすでに彼らのような公立
高校サッカー部にとって敷居の高い大会となり，参加することが困難になりつつあると考えて
いた。
だが結果として，Ａ高校サッカー部は，２年ぶりに⑤に参加することを決めた。その際，ま
ず必要となったのは審判資格を取得する生徒を決めることだった。当時のＡ高校サッカー部で
審判資格を所有していたのは教員Ｓのみだったため，２名の審判が必要となる⑤に参加するた
めには，もう１人の審判資格所有者が必要だった。審判資格の取得には，札幌市内で行われる
講習会に出席する必要があり，５人の生徒がこの講習会を受講し，資格を取得した。
大会に参加するために追加で審判資格の取得が必要な人数は最低１名であり，当時12人しか
部員がいないＡ高校サッカー部から５人もの生徒が講習会を受講する必要があるのかどうか，
筆者は疑問に感じていた。だが実際に⑤に参加するにつれ，審判資格所有者を複数用意する意味
が十分に理解できた。先に述べたように，当時のＡ高校サッカー部の部員数は12人だった。つま
り，サッカーという競技を行うにあたり最低限度にほぼ等しい人数であり，当時のＡ高校サッ
カー部は，部員全員がスターティングメンバーとして試合に出場する可能性を十分に持ってい
た。通常，部員数が十分に足りている高校であれば，試合に出場しない選手が審判を務めるこ

運動部活動と対外試合への参加条件に関する社会学的分析
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とができるため，各学年から数人ずつ審判資格を取得しておけば問題となることはない。だが，
少人数で構成されたＡ高校サッカー部では，試合に出場しない選手や出場時間の短い選手が誰に
なるのか目処を立てることができない。そのため，誰が審判業務を務めることになっても良い
ように余裕を持って審判資格を取る必要があったのである。
だが結果として，４月から入部してきた新１年生よりも審判資格を取得した上級生のほうが
技術的に優れていたため，彼らは試合に出場しながら同日に審判を務める必要があった。なかに
は，Ａ高校サッカー部の試合の次試合に審判業務が割り当てられており，生徒は90分の試合14）
を走り終えた直後に，急いで審判服に着替え，審判を務める必要があった15）。Ａ高校サッカー部
は強豪チームとは言えないため，ただでさえ試合中は守備に走らされる時間が長く，生徒たちの
疲労も激しい。にもかかわらず，自身が出場する試合の直前や直後に審判としても90分間走ら
なくてはならない姿は，翌年度以降の⑤の不参加を決意するのに十分な理由だった。
なお，表８にもあるように，⑤の開催要項の「審判割り当て」欄には「各参加チームに割り
当てる」とのみ書いており，このような試合間隔は参加して初めて体感できるものである。おそ
らく大会の日程は，試合間隔がまったく問題にならない十分な部員数を持つサッカー部を想定
して作成されている。つまり，多くの部にとっては問題視さえされない部分が，少人数のサッ
カー部の生徒たちにとっては深刻な身体的負担となって課され，のちの大会への参加障壁とし
て表出化していたことになる。
４－２

将来の予測不可能性による参加の断念

このような経験を経て，Ａ高校サッカー部は2015年度に⑤高円宮杯に参加したものの，2016年
度以降は再び不参加を続けている。この大会に参加している高校について，教員Ｓは「ブロック
リーグ出てるチームはどこもタフですよね。あそこで現実をわかっている」と述べ16），厳しい
戦いのなかで揉まれることの重要性をあげつつ，⑤に参加する難しさや参加を決める基準につい
ては，
「やっぱり試合に穴は開けられないので。『ああいいチームになりそうだな』っていうの
は３年に１回くらいですかね」と述べている17）。
ここで，
「穴を開ける」とは，試合に必要な選手数を満たすことができず，不戦敗となることを
指している。一部のチームにとってはまったく心配する必要のない事態だと思われるが，小規模
のＡ高校サッカー部にとって，11人以上の生徒が部活動に参加できない事例は頻繁に起こりう
る18）。実際，練習試合に11人の選手を揃えることができず急遽卒業生に協力を依頼したり19），
筆者が出場したりする事例が頻繁に起きていた20）。
このように11人以上の選手が揃わない理由の一つとして，交通費の問題がある。２－３でも
述べたようにＡ高校は郊外に位置しており，札幌市や他の市区町村に移動するには電車を使わ
なくてはならない。たとえばＡ高校の最寄り駅から，2015年度の⑤の会場としてもっとも生徒
たちが使用したグラウンドへは片道860円かかり，試合のたびにかかる交通費が生徒たちにとっ
て大きな負担となっていた。2015年度の⑤を例にすれば，Ａ高校を会場とした１日を除き，残り
の12試合はすべて他の市区町村で行われている。そのため，交通費の捻出を理由に試合を欠席
する生徒もいたほどである。
また，
「穴を開ける」ことについて⑤の開催要項の「その他」欄には，
「参加申し込み後の棄権
は一切認めない。やむを得ない事情で参加不可能になった場合は，直ちに本大会事務局を通じて
（公財）
北海道サッカー協会に通知するとともに，文書にて理由書を提出する。理由書に基づき
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審議の上で処置するが，最低次年度の本大会には出場できない」と明記されている。そのため，
部活動に積極的な生徒が11人以上揃う見込みが確実にあった2015年度を除き，Ａ高校サッカー部
は⑤への参加を見送ってきた。
さらに，Ａ高校サッカー部にとって⑤の参加を踏みとどまらせる理由の１つに日程面の問題
がある。まず繰り返し述べてきたように，この大会は年間を通して行われ，３年生が部活動を
終えて以降も続く長期間にわたる大会である。よって，３－２でも触れた通り，シーズンを通じ
て11人以上の選手がいることに確証がない限り，大会が開始する４月時点で参加を決断するこ
とは非常に難しい。そして，とくにＡ高校サッカー部にとっては，春季の段階で，同年の秋季
に何人の部員が所属しているかを予測することは困難を極めていた。たとえば2015年度から
2017年度に入部した部員数は，それぞれ12人（うち７人退部）
，７人，６人（うち４人退部）
であり，部員数が多いとは言えないなかで，さらに途中退部者も多いという状況にある。この
ようなＡ高校の運動部活動の特徴を踏まえると，４月時点での部員数は秋季の状況を予測する
ための参考にはまったくならず，年間を通じて11人以上の部員を確保できるかは不透明なまま，
⑤への参加を断念せざるをえなかったのである。
くわえて，Ａ高校サッカー部は⑤だけでなく，2016年度の④新人戦にも参加していない。これ
は，２年生の宿泊研修と④の日程が重なり，１年生のみで11人の選手を揃えることができなかった
からである。なかには，苦もなく１学年11人以上の選手を揃えることのできる高校サッカー部も
多くあるだろう。そうした高校は，各校が週末に行う授業や模試，学年ごとの学校行事などの
影響を受けることなく，大会に参加することができる。だが，Ａ高校のように１学年11人以上
の選手を揃えることのできない高校は，週末に組み込まれる学校行事の影響をも大きく受ける
ことになる。つまり，ある学年が何らかの理由によって部活動に参加できない日程を考慮した
場合，大会への参加を断念せざるをえないのである。
４－３

フットサルという活路と開催要項の変更

これまで本稿では，とくに⑤高円宮杯の参加条件について，実際のＡ高校サッカー部の活動を
通じて記述してきた。最後に本節では，あまり触れることのできなかったフットサルについて
検討したい。これまでも示した通り，Ａ高校サッカー部は少人数での運営を強いられていたた
め，⑤だけでなく他の大会の出場も断念してきた。だが一方，フットサルという競技に必要な
選手数は５人でありサッカーより少ないため，彼らは冬季にフットサルを行うことで活動に活路
を見い出してきた。
そこでＡ高校サッカー部が毎年参加してきたのが⑥フットサル大会である。私立高校の強豪
サッカー部とは異なり，Ａ高校サッカー部では，高い技術を持った選手が11人揃うことは非常
に難しい。一方，フットサルは競技に必要な選手数が少なく，他校との戦力差が縮まる場合が
ある。よって，生徒たちの言葉を借りれば，他の大会と比べて「ワンチャン（もしかしたら勝て
る可能性が）ある」大会として意味づけられていた。実際，参与観察の期間中にも，⑥にて決勝
トーナメント戦への進出を果たしたり，②高体連や③選手権で全国大会出場歴のある高校に対し
て１点差で惜敗したりするなど，他の大会と比較して好成績を残してきた。
このように少人数のサッカー部にとって重要な大会として位置づく⑥は，フットサルという
競技自体の普及により，ここ数年で大会の規模が拡大してきた。なかでも開催要項に大きな変更
が見られたのは2013年度である。表11は，2012年度から2013年度にかけて行われた⑥の開催要項
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フットサル大会の規模拡大とそれにともなう開催要項の変更

までにする）規定の変更であった（
「参加資格」欄参照）
。つまり、冬季に行われる⑥は、④新

の変更である。下線部は，大きな変更点について筆者が加えたものである。まず「主旨」欄や

人戦と同様に、主に 1、2 年生が出場する大会に書き換えられたのである。こうした規定の変

「全国大会への出場権付与」欄からもわかるように，2013年度以降，⑥は全国規模で行われる

更により、各校の 3 年生は、⑥に出場する機会を喪失することになった。

大会となった。そのため札幌地区の大会は北海道大会の予選へ，北海道大会は全国大会の予選へ

だがここで重要なのは、A 高校サッカー部のような小規模のチームにとってこの大会規定の
と位置づくことになった。しかし，
「全国大会への出場権付与」欄からもわかるように，⑥の
変更は、単なる 3 年生の試合出場機会の喪失にとどまらず、下級生の身体的負担の蓄積や活動
全国大会は，翌年度の夏に行われる。これは言い換えれば，高校３年生が⑥に参加し，もし勝ち
の縮小化につながるということである。A 高校サッカー部は部員が少ないため、3 年生が部活
進んだとしても，翌年度にはすでに高校を卒業しているため全国大会に出場できない，という
ことである。
動を「引退」したあともたびたび練習や練習試合に参加し活動の成立を支援するという、ある
この問題の解決方策として行われたのは，３年生の出場を実質的に制限する（各チーム３人
種の伝統のもとに活動してきた。そのため、下級生や顧問教員は、3
年生のサポートを大いに
までにする）規定の変更であった（
「参加資格」欄参照）
。つまり，冬季に行われる⑥は，④新人

必要とし、それを前提としながら部を運営してきた。だが 3 年生にとっても⑥に出場できない
のであれば、受験や就職活動を控えるこの時期に、部活動に参加する動機は薄れてしまう。実
際、2017 年度の⑥には 5 人の 3 年生のうち 3 人のみが選手として登録されたため、この 3 人
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戦と同様に，主に１，２年生が出場する大会に書き換えられたのである。こうした規定の変更
により，各校の３年生は，⑥に出場する機会を喪失することになった。
だがここで重要なのは，Ａ高校サッカー部のような小規模のチームにとってこの大会規定の
変更は，単なる３年生の試合出場機会の喪失にとどまらず，下級生の身体的負担の蓄積や活動の
縮小化につながるということである。Ａ高校サッカー部は部員が少ないため，３年生が部活動を
「引退」したあともたびたび練習や練習試合に参加し活動の成立を支援するという，ある種の
伝統のもとに活動してきた。そのため，下級生や顧問教員は，３年生のサポートを大いに必要
とし，それを前提としながら部を運営してきた。だが３年生にとっても⑥に出場できないので
あれば，受験や就職活動を控えるこの時期に，部活動に参加する動機は薄れてしまう。実際，
2017年度の⑥には５人の３年生のうち３人のみが選手として登録されたため，この３人は部活動
に継続的に参加していたものの，残りの２人がこの時期の活動に顔を出すことはほぼなかった。
そして，日々の部活動に参加する人数が２人増えるかどうかは，Ａ高校サッカー部にとって
非常に重要な問題である。なぜなら，小規模のサッカー部における活動人数の増減は，日々行う
ことのできる練習メニューの種類や練習試合における交代選手の数に直結するからである。つまり，
⑥における３年生の選手登録数の変更は，結果として小規模のサッカー部の日々の活動の幅を
狭め，下級生の疲労の蓄積につながる問題となっていたのである。
少規模のサッカー部にとってフットサル活動は活路とも言える存在である。だが，大会の規模
拡大化とそれにともなう規定の変更は，直接的に参加を制限された上級生の活動だけでなく，
彼らの協力を受けながら活動してきた下級生の活動の縮小化をも強いる結果となった。この事例
から，対外試合の構造の再編は，思わぬ形で，もっとも周縁に位置する参加者が行う日々のスポー
ツ活動にまで影響を及ぼすことが明らかになったと言えるだろう。

５．結論
本稿は，高校運動部活動が参加する対外試合を対象として，その参加条件について検討して
きた。具体的には，札幌市とその近郊のすべての高校サッカー部が参加資格を持つ６つの大会
の参加率に大きな差異があることを出発点に，各大会の参加障壁および参加条件を資料分析と
参与観察にもとづいたデータより考察した。なお本稿では，この２種類の調査方法を用いたた
め，本章にてそれぞれの方法によって導かれた結果を重ね合わせながら１つの結論を導きたい。
５－１

参加障壁の複合による非線形的な負担の増幅

すでに述べたように，本稿が対象とした６つの大会には，その参加率に大きな差異があった。
具体的には，年間を通じたリーグ戦方式で行う⑤高円宮杯の参加率が50％程度にとどまっている
ことが把握できた。一方で，⑤の特性を活かし，控え選手にも試合出場機会を与えることができ
ている高校も存在した。そのため，この大会に関して ［1］複数チームを擁立する高校［2］１チー
ムのみで参加する高校 ［3］不参加の高校と３通りの高校に場合分けし，分析を進めた。
なお［3］のサッカー部の部員数は，
［1］
［2］と比較すると少ないことが示された。そのため，
（1）参加料，交通費による負担
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（2）審判および会場スタッフ業務による負担
（3）連日の試合による日程的および身体的負担
（4）２学年のみでの十分な部員数の確保
の４つの参加障壁をクリアしうるかどうかが各校にとって参加条件となり，これらが障壁とな
る場合，対外試合への参加が困難になりうることが推測された。
そして，３年間にわたる公立高校サッカー部での参与観察からわかったことは，これら４つの
参加障壁一つひとつをクリアしようとしても，複数の障壁が組み合わさることで生じる参加者
への負担が非常に大きく，大会参加を断念せざるをえない場合があるということである。
たとえば (2)(3) について，控え選手のいない小規模のサッカー部では，開催要項に明記さ
れない試合間隔の狭さによって，試合に出場する選手が自身の試合の直前もしくは直後に審判
業務行わなくてはならなかった。そのため，生徒たちは審判資格を取得したものの，翌年度以降
の大会参加にはつながらなかった。また (1)(3)(4) に関しては，度重なる遠方の会場への交通費
の捻出を苦にする生徒の不参加や，年間を通じて所属する部員数を予測できない状況が重なり，
長期間にわたる大会への参加をより困難にさせていた。とりわけ (3) は，他の参加障壁と複合
することで大きな負担として生徒たちにのしかかっており，長期間を通じて行われる今日の
リーグ戦方式の大会への参加率が低い状態でとどまっている要因が理解できた。
以上の事例から，運動部活動の対外試合の参加条件は，開催要項から読み取ることのできる
参加障壁を単にクリアすることではなく，いくつかの参加障壁が複合することで生じる非線形的
に増幅した負担に耐えうるか否かであることが明らかになった。今後，少子化の影響を大きく
受け，存廃に影響を及ぼすような規模縮小に直面する運動部活動はいっそう増加すると予想さ
れる。このような将来の運動部活動に対してスポーツ機会や試合出場機会を提供する場合，教育
現場からのフィードバックを十分に活かしながら，参加条件を緩和する措置や，個々のチーム
状況を踏まえた配慮を行う必要性が明らかになったと言えるのではないだろうか。たとえば，
登録選手数の多いチームによる審判業務の担当や，審判資格の任意取得制，リーグのさらなる
細分化による開催期間の短縮など，チーム状況に応じた配慮やチーム同士の非対称的な関係へ
の移行が必要になるだろう。
５－２

想定される指摘に対する見解

本稿の最後に，高校サッカー部が参加する対外試合の参加条件について，想定されるいくつか
の指摘と，それに対する筆者の見解を示したい。
第一に，⑤高円宮杯は2011年度に新設された大会であり，不参加の高校が既存の大会から排除
されたわけではない，という指摘である。たしかに⑤に不参加のほぼすべての高校は，他の大会
に引き続き参加することができており，彼らは排除の対象になったわけではない。しかし本稿は，
すべての運動部活動が参加資格を持つ対外試合の現状について改めて整理することを目的とし
ている。そのため，たとえ⑤が新設の大会であったとしても，参加資格を持つ運動部活動が，
⑤に参加するか否かを選択したのではなく，そもそも参加の選択肢を持つことができていない
という事例については論じる必要性が十分にあると考える。
第二に，札幌地区には，⑤に参加できない高校サッカー部に対する救済措置として，練習試合
の設定を補助する制度はないのか，という指摘である。たしかに札幌地区では，各サッカー部の
顧問教員の方々の協力のもと，⑤に参加できないサッカー部同士が年に数回練習試合を行うこと
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ができる「地区リーグ」と呼ばれる制度がある21）。この制度は，大会参加に際して審判資格を
必要とせず，また日程や試合時間を対戦相手と各自で調整することができるため，とくに公立
高校にとって有用な制度となっている。だが第一の指摘に対する筆者の見解にもあるように，
本稿はすべての運動部活動が参加資格を持つ対外試合の参加条件に関する研究である。そのため，
多くの高校サッカー部が，⑤と「地区リーグ」のどちらにも参加できる選択肢を持つ段階に至っ
ていないという現状は論じるべきだと考えている。
第三に，⑤は試合出場機会の提供を目的としているが，そもそも強豪チームを対象とした大会
として新設されたのではないか，という指摘である。この点に関しては，本稿で述べてきた参加
条件によって参加チームがふるい分けられ，強豪チームのみが参加できる大会として事後的に
存在意義を変容し，Ａ高校サッカー部の教員Ｓのように「
（⑤は）強豪校のものですから」と
認識せざるをえない状況が作り上げられていると強く言及したい。
またこの顧問教員の発言からもわかるように，彼らは⑤が他の大会と比較してレベルの高い
大会であることは十分に理解している。しかし，そうした高いレベルの大会に参加する資格を
有しているがゆえに，参加できない教員や生徒は，彼らが理想とする活動とのギャップを強く
実感するのである。
さらに⑤に参加できないことは今日の高校サッカー部の存在意義や部員数の確保，部の存廃
などに大きな影響を及ぼす可能性もある。高校生年代のスポーツ機会の多くを運動部活動に依存
しているこの国において，とくに地方の若者にとっては運動部活動が進路に及ぼす影響は大きい
（園田 2016）。現在，各地区のサッカー協会のウェブサイトを見れば，各チームが⑤に継続的
に参加しているかどうかは誰しもが確認できる。対外試合における試合出場機会の分配の偏り
が，地方の運動部活動の価値を相対的に低下させ，部員数の確保を困難にし，部の存廃に影響
を及ぼし，結果として運動部活動に所属する生徒たちのスポーツ機会そのものを奪ってしまう
事態は，決して非現実的な将来ではないはずだ。

注
1)

大会方式を指す「トーナメント戦」および「リーグ戦」という表記は日本語独自のものであり，英語の
tournamentおよびleagueは，それぞれ「大会」，「同盟，連盟」といった意味を持つ。一方，大会方式は
knockout tournamentやgroup tournamentまたはround-robin tournamentのように表すが，本稿では
日本語における明快さを重視し，「トーナメント戦」と「リーグ戦」の表記を用いる。

2)

たとえば本稿で論じる高校サッカーのリーグ戦方式の大会は，所属リーグの昇降格を制度化しているため，
順位によって翌年度に参加できる大会のレベルが決定する。このような制度を持つリーグ戦方式の大会が，
勝利至上主義から逃れる方策として機能しているかどうかは更なる議論が必要である。

3)

ただし中塚が，リーグ戦を「生活圏で行われる」大会として想定していた点には注意が必要である（中塚
2006: 178）。たしかに「DUOリーグ」は，「生活圏で行われ」，「当事者による自主運営」によって成立して
いた。一方，今日のリーグ戦方式の大会のなかには全国規模で行われるものも少なくない。また事例を先取れ
ば，北海道における高校サッカーのリーグ戦は，もっとも下位のリーグでさえ生活圏を離れた他の市区町村
にて試合が行われる場合がある。

4)

以下，本稿で用いられる図表は，北海道サッカー協会（http://www.hfa-dream.or.jp）と札幌地区サッカー
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協会（http://www.sfa-net.jp）のウェブサイト上で閲覧可能な資料をもとに筆者が作成したものである（表10
は参与観察中に入手した大会プログラムを資料に含む）。
5)

ただし北海道は，
「東北」や「関東」のような他の都府県にまたがる地域区分を持たないため，プリンスリー
グ（地域リーグ）＝都道府県リーグとして行われている。

6)

プロサッカークラブが運営することを義務づけられた，若手選手の育成を目的とするチームのこと。「アカ
デミー」とも呼ばれる。

7)

2017年度の⑤の決勝戦にあたる「チャンピオンシップ」のキャッチコピーにはこの文言が使用された。

8)

参加率は参加校と参加免除校を足した数を2017年度の各大会に参加した高校数（54）で割って求めた。また
参加率は小数点以下第四位を四捨五入して百分率で表した。

9)

⑤は，
2003年度から行われていた高円宮杯全日本ユース（U-18）サッカー選手権大会（運動部活動と民間サッ
カークラブのなかから日本一を決める大会）の地区予選をリーグ戦方式の大会として再編し，2011年度から
開始したものである（日本サッカー協会2018）。また表１からもわかるように，主催は高等学校体育連盟で
はなく，各地区のサッカー協会である。このような他の大会との違いから，⑤がすべての運動部活動の参加
を前提として始まった大会ではない点には注意が必要である。しかし本稿では，すべての高校サッカー部が
参加資格を有している現在の⑤の大会規定において，多くの部が参加できておらず，大会の提供する試合出場
機会が一部の高校の生徒のみに分配されている現状は論ずるに値する事例だと考え，他の大会との比較を交え
ながら分析していく。

10)

なお選手の追加登録は例年４月下旬まで行うことができる。また，ここで選手の登録とは，日本サッカー協会
に第２種（18歳以下）の選手として登録することである。第２種の登録料は１人あたり1,000円であり，この
登録によって複数チームから大会に参加することができなくなる。また，①は出場する選手を試合ごとに選ぶ
ことができる大会だが，②や③は試合に出場する選手を大会中に変更することはできず，協会への登録とは
別に大会へのエントリー選手を決める必要がある（②は最大20名，③は最大25名）。

11)

③の終了後，３年生は⑤に出場できないわけではない。たとえば⑤の上位リーグに所属し順位による昇降格が
翌年度の活動に大きな影響を及ぼすチームには，⑤の終了まで活動を継続する３年生も少なくない。ただし，
受験や就職活動を控える３年生のなかには，③を待たずして②の終了後に部活動を終える生徒もいる。よって
本節では，秋季の各チームの状況を把握するために④の大会プログラムを用いた分析を行っている。

12)

平均人数は小数点以下を四捨五入して表した。

13)

2015年１月11日の調査より。

14)

⑤は開催期間だけでなく，１試合あたりの試合時間が他の大会と比べて長いという特徴がある。他の大会の
１回戦の試合時間はそれぞれ，①70分，②70分，③80分，④60分である。

15)

たとえばＡ高校が大会会場を務めた2015年のある１日には２試合が行われ，第一試合は午前に開始，Ａ高校
が出場する第二試合は午後に行われた（特定を防ぐため，詳細な日時は伏せる）。生徒たちは，第一試合の
開始時間の１時間前にはグラウンド整備やライン引きを終える必要があったため，朝７時半にグラウンドに
集合し，会場を準備し，第一試合の審判業務やボールボーイを90分間務めたのち，自らの試合に出場し，撤収
作業やグラウンド整備を行う，という時間工程をたどった。

16)

2018年５月10日の調査より。

17)

2015年１月11日の調査より。

18)

Ａ高校サッカー部は筆者の調査期間以前（2013年）に，11人の選手を集めることができず10人の選手のみで
①春季大会に参加したことがある。この事例は，たとえ規定人数を集めることができないほど少人数であっ
ても大会に参加できる場合があるという意味で，短期間の大会参加の容易さを表していると言える。

20
19)

2018年１月27日に行われたフットサルの練習試合では，１年生がインフルエンザによる学年閉鎖のため試合に
出場できず，部活動を「引退」した３年生に急遽協力をあおいだ。また同年４月１日の練習試合は，新１年生
の入学前の春季休暇中に行われたため部員が足りないことを事前に想定し，３月の時点から卒業生に協力を
依頼していた。こうした事例は，Ａ高校サッカー部の活動のなかで非常に頻繁に見られる事例であり，３年生
や卒業生の協力を前提としながら活動していると言える。

20)

たとえば2016年11月27日，2018年４月８日など。

21)

ただし，この「地区リーグ」には，⑤に参加している高校サッカー部が併せて参加することもできる。

文献
藤田紀昭，1995，
「スポーツ集団の運営形態に関する研究：特に子どものスポーツチームの運営に注目して」
，
『ス
ポーツ社会学研究』3，47-59
北海道サッカー協会，2012，
「第24回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会開催要項」
，
（2018年６月24日取得，
http://www.hfa-dream.or.jp/taikai_12/fs/1217y_u-18.pdf）
，2013，
「第25回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会兼第１回全日本ユース（U-18）フットサル大会
（仮称）北海道予選開催要項」
，
（2018年６月24日取得，http://www.hfa-dream.or.jp/taikai_13/fs/1335y_
zendou18.pdf）
，2015，「高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 プリンスリーグ北海道開催要項」（2018年６月24日取得，
http://www.hfa-dream.or.jp/taikai_15/2/1501y_prince.pdf）
，2016，「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 プリンスリーグ北海道開催要項」（2018年６月24日取得，
http://www.hfa-dream.or.jp/taikai_16/2/1601y_prince.pdf）
，2017，「高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 プリンスリーグ北海道開催要項」（2018年６月24日取得，
http://www.hfa-dream.or.jp/taikai_17/2/1701y_prince.pdf）
，2018，「高円宮杯JFAU-18サッカープリンスリーグ2018北海道開催要項」（2018年６月24日取得，
http://www.hfa-dream.or.jp/taikai_18/2/1801y_prince.pdf）
神谷拓，2015，『運動部活動の教育学入門：歴史とのダイアローグ』，大修館書店
桑野裕文，2012，「運動部合同チームの公式大会への参加規定の現状」，『九州情報大学研究論集』15，99-105
中塚義実，2006，「DUOリーグの実践：スポーツの生活化のために」，菊幸一ら編，『現代スポーツのパースペ
クティブ』，大修館書店，173-189
中澤篤史，2014，『運動部活動の戦後と現在：なぜスポーツは学校教育に結び付けられるのか』，青弓社
日本サッカー協会，2012，『サッカー指導教本2012：JFA公認Ｃ級コーチ』，公共財団法人日本サッカー協会
，2018，「沿革・歴史」，（2018年８月13日取得，http://www.jfa.jp/about_jfa/history/）
札幌地区サッカー協会，2015，
「高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 北海道札幌ブロックリーグ開催要項」
，
（2018年
６月24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2015_18TakaSapBlock_yo.pdf）
，2016，「高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 北海道札幌ブロックリーグ開催要項」，（2018年６月24日
取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2016_18TakaSapBlock_yo.pdf）
，2017a，
「平成29年度札幌支部高等学校サッカー春季大会開催要項」，
（2018年６月24日取得，http://
www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_Syunki_yoko.pdf）
，2017b，「平成29年度札幌支部高等学校サッカー春季大会組合せ・日程」，（2018年６月24日取得，

運動部活動と対外試合への参加条件に関する社会学的分析

21

http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_Syunki_kumi-1.pdf）
，2017c，
「第70回札幌支部高等学校サッカー選手権大会兼第70回北海道高等学校サッカー選手権大会
札 幌 支 部 予 選 会 開 催 要 項 」，2018年 ６ 月24日 取 得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_Koutairen_
yoko.pdf）
，2017d，
「第70回札幌支部高等学校サッカー選手権大会兼第70回北海道高等学校サッカー選手権大会
札幌支部予選会組合せ・日程」
，2018年６月24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_Koutairen_
kumi.pdf）
，2017e，
「平成29年度第96回全国高校サッカー選手権大会札幌地区予選会開催要項」
，
（2018年６月24日
取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_KouSensyuken_yoko.pdf）
，2017f，
「平成29年度第96回全国高校サッカー選手権大会札幌地区予選会組合せ・日程」
，
（2018年６月
24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_KouSensyuken_kumi.pdf）
，2017g，『平成29年度第６回札幌地区高校ユース（U-17）サッカー選手権大会』
，2017h，
「平成29年度第６回札幌地区高校ユース（U-17）サッカー選手権大会開催要項」，
（2018年６月
24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_U-17Sensyuken_yoko.pdf）
，2017i，
「平成29年度第６回札幌地区高校ユース（U-17）サッカー選手権大会組合せ・日程」，（2018年
６月24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_U-17Sensyuken_kumi.pdf）
，2017j，
「高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 北海道札幌ブロックリーグ（１部リーグ）開催要項」
，
（2018
年６月24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_18TakaSapBlock_yo1.pdf）
，2017k，
「高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 北海道札幌ブロックリーグ（２部リーグ）開催要項」
，
（2018
年６月24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_18TakaSapBlock_yo2.pdf）
，2017l，
「高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 北海道札幌ブロックリーグ（３部リーグ）開催要項」
，
（2018
年６月24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2017_18TakaSapBlock_yo3.pdf）
，2017m，
「第29回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会札幌地区予選兼第５回全日本ユース（U-18）
フットサル大会札幌地区予選開催要項」
，
（2018年６月24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/futsal/2017_
Zendo18FS_yosen_yoko.pdf）
，2017n，
「第29回全道ユース（U-18）フットサル選手権大会札幌地区予選兼第５回全日本ユース（U-18）
フットサル大会札幌地区予選組合せ・日程」
，
（2018年６月24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/futsal/2018_
U-18FS_kumi.pdf）
，2018a，「第71回札幌支部高等学校サッカー選手権大会兼第71回北海道高等学校サッカー選手権大会
札 幌 支 部 予 選 会 組 合 せ・ 日 程 」，（2018年 ６ 月24日 取 得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2018_
Koutairen_kumi.pdf）
，2018b，
「高円宮杯JFAU-18サッカー2018 北海道ブロックリーグ札幌（１部）開催要項」
（2018年６月
24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2018_18TakaSapBlock_yo1.pdf）
，2018c，
「高円宮杯JFAU-18サッカー2018 北海道ブロックリーグ札幌（２部）開催要項」
（2018年６月
24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2018_18TakaSapBlock_yo2.pdf）
，2018d，
「高円宮杯JFAU-18サッカー2018 北海道ブロックリーグ札幌（３部）開催要項」
（2018年６月
24日取得，http://www.sfa-net.jp/taikai/2/2018_18TakaSapBlock_yo3.pdf）
関春南，1997，『戦後日本のスポーツ政策：その構造と展開』，大修館書店
園田賢太郎，2016，「地方都市における県立高校定員割れの要因分析」，『熊本大学政策研究』7，99-108

22

A Sociological Analysis of Bukatsudo and Conditions of
Participation in Tournaments: The Case of High School Football
in Sapporo
Tomohiro Uozumi
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Bukatsudo (Japanese school sport), knockout tournament, round-robin tournament, conditions
of participation, high school football

Abstract
This study analyzed the opportunities available for high school football clubs to compete in
tournaments, focusing on the differences between knockout and round-robin tournaments. The
methods used were analysis of quantitative data, such as tournament guidelines and the number
of players in all high school football clubs in Sapporo, and participant observation as a coach of
one club.
Results indicated that about half of the high schools participated in a round-robin
tournament, whereas almost all schools participated in knockout tournaments. This difference
occurred because the round-robin tournament includes matches over a long period even if a team
has lost a game, creating a greater burden for students in small football clubs. Barriers to
participation in some tournaments included (1)participation fees and transportation costs, (2)
burden of providing referees and tournament staff members, (3)schedule demands posed by
weekly matches, and (4)a limited number of students available to maintain a team.
Moreover, analysis showed that the cumulative impact of these burdens was nonlinear in
nature, preventing many students, especially those in small football clubs, from participating.
The Japan Football Association could improve the situation by shortening the period of roundrobin tournaments. Also, the regulations governing some tournaments could be modified to
readily accommodate small football clubs.

