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新潟県フットサル連盟加盟制度の概要（２０１ 4 年度版）  
１．目	 	 的	 加盟登録チーム及び選手を把握し、加盟チーム等の相互の交流を図るとともに徴

収する加盟料をもって、フットサル競技の普及・.強化を図る事業を実施するための
基礎的財源の確保を目的として制度化する。 

 
２．対	 	 象	 新潟県フットサルリーグトップリーグに参加するチーム及び都道府県連盟の趣旨

に賛同するチーム（フットサル登録 1種の範囲）並びに選手を対象とする。 
	 また、加盟チームが活動を一時休止する場合、もしくは正式な加盟に先立って連

盟との関係を保つために準加盟制度を設ける。 
 
３．加盟期間	 各年度４月１日から翌年３月３１日（年度途中からの加盟も可とする）。 
 
４．加盟連結	 2014 年度より（公財）日本サッカー協会（ JFA ）フットサル登録が通年登録と

なるため、JFA規定の登録申請・登録費納入を行わなければならない。JFAフット
サル登録を行ったチームが新潟県フットサル連盟に加盟するので、チーム所属選手

は全て加盟選手となる。新潟県フットサルは日本フットサル連盟に加盟しているた

め、新潟県フットサル連盟に正式加盟したチーム／選手は自動的に日本フットサル

連盟ならびに北信越フットサル連盟の加盟チーム／選手となる。このため、日本フ

ットサル連盟加入申込書も提出し、日本フットサル連盟加盟登録料も納付すること。 
 

５．加盟の内容 
①	 正式加盟 

北信越フットサルリーグ、新潟県フットサルリーグトップリーグに参加できるチ 
	 	 ーム／選手は、JFAフットサル登録を完了し、新潟県フットサル連盟に正式加盟し 
	 	 たチーム／選手である。 

上記のチームに選手を追加・移籍・抹消する際には、JFAフットサル登録の追加・ 
	 	 移籍・抹消をもって、新潟県フットサル連盟加盟の追加・移籍・抹消も行われる 
	 	 こととなる。 

 ②	 準加盟 
 	 	 	 加盟していたチームが活動を一時休止する場合、もしくは正式な加盟に先立って 

	 	 連盟との関係を保ち、情報提供を受けるための制度である。連盟からは冬季リーグ、 
	 	 チャレンジリーグ、PUMA CUP全日本フットサル選手権新潟県大会、各種フェス 
	 	 ティバル、各種講習会などの開催情報、その他についての情報提供を行う。 
	 	 	 準加盟チーム／選手については、JFAフットサル登録を義務づけないが、PUMA 
	 	 CUP全日本フットサル選手権新潟県大会や冬季リーグに継続して参加・活動する 
	 	 チームに関しては、チームのみ JFAフットサル登録を継続することを推奨する（選 
	 	 手については、登録を継続しなければ、その年度は未登録選手となる）。 
 
※	 2013年度まで実施していた個人加盟制度は廃止する。 
	 	 フットサル新潟県選抜、同 U-23選抜、同女子選抜チームに参加できる選手につい 
	 ては、別途説明する。 
 

６．加盟特典	 連盟加盟の特典を付与することで、連盟加盟が促進されるような取り組みを行う。 
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①	 北信越フットサルリーグ、新潟県フットサルリーグトップリーグ及び冬季リーグへ 
	 の参加は、新潟県フットサル連盟に正式加盟したチーム／選手以外を認めない。 
②	 連盟が強化する選手、フットサル新潟県選抜選手（ U-23選抜、女子選抜を含む） 
	 は、連盟正式加盟チームの選手を原則とするが、詳細は別途定めるものとする。 
③	 日本フットサル連盟主催事業には JFAフットサル登録を完了し、新潟県フットサル 
	 連盟正式加盟チーム／選手のみが参加できる。 

 
７．必要な申請手続き 

①-1	 正式加盟（当初） 
	 (1) JFAフットサル登録 
	 	 2014年度より通年。WEB登録システム KICK OFF上で行う（詳細は別途説明） 
	 	 チームを登録し、所属選手を登録する 
	 	 2014年度は制度の初年度であるため、全チームが新規申請の形となる 
	 	 2015年度以降は、前年度登録チームは継続申請となる 
	 (2) 日本・北信越・新潟県フットサル連盟加盟申請 
	 	 所定用紙を用いて、チーム加盟（代表者情報等含む）を、メールにて申請する 
	 (3) 新潟県サッカー協会事務局への登録明細票送付と送金 
	 	 所定の用紙を用いて（県協会公式サイトから入手可能）、必要事項を記入し、 
	 	 メールもしくは FAXにて送付する。また、登録に必要な金額を指定口座に送金する 
②-2	 加盟選手の追加 
	 (1) JFAフットサル登録の追加登録 
	 	 WEB登録システム KICK OFF上で、すでに登録されているチームに選手を追加 
	 	 登録する 
	 (2) 新潟県サッカー協会事務局への登録明細票（追加用）送付と送金 
	 	 所定の用紙を用いて（県協会公式サイトから入手可能）、必要事項を記入し、 
	 	 メールもしくは FAXにて送付する。また、登録に必要な金額を指定口座に送金する 
	 	 （リーグ事務局へのエントリー追加の連絡は、別途必要） 
②-3	 JFAフットサル登録チーム間での移籍 
	 (1) KICK OFF上で、移籍元チームが選手登録抹消手続きを行う 
	 (2) KICK OFF上で、移籍先チームが選手登録追加手続きを行う 
	 	 尚、移籍については、JFAの移籍等に関する規則に従う 
	 	 	 移籍回数：選手は、１シーズンに最大３つのチームに登録することができ（重複 
	 	 	 	 はできない）、最大２チームのために公式試合に出場する資格を有する 
	 	 	 大会中の移籍の禁止：移籍の認められているリーグを除いて、２チーム以上のた 
	 	 	 	 めに公式試合に出場してはならない 
	 (3) 新潟県サッカー協会事務局への登録明細票（移籍用）送付と送金 
	 	 所定の用紙を用いて（県協会公式サイトから入手可能）、必要事項を記入し、 
	 	 メールもしくは FAXにて送付する。また、登録に必要な金額を指定口座に送金する 
	 	 JFAフットサル登録を行っていない選手が加わることは「追加」である。 
	 	 新潟県外のサッカー協会からの移籍に関しては、新潟県サッカー協会大会開催対策 
	 	 協力金が発生する。 
	 	 （リーグ事務局へのエントリー抹消・追加の連絡は、別途必要） 
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②-4	 加盟選手の抹消 
	 (1) JFAフットサル登録の追加登録 
	 	 WEB登録システム KICK OFF上で、登録されているチームから選手の抹消申請を
行う。 
	 	 抹消に際して、費用は発生しない。 
	 	 選手登録が抹消されても、選手のフットサル選手番号はシステム内に保持されてい 
	 	 るので、以降に再度登録することになった場合には、選手番号の入力が必要となる。 
	 	 （リーグ事務局へのエントリー抹消・追加の連絡は、別途必要） 

 
※ 上記はいずれも、JFA フットサル登録、日本・新潟県フットサル連盟への加盟登録

についてであり、大会への参加申込（参加手続き、参加費納入）追加・移籍・抹消

等の連絡は別途行われなければならない。 
 

※ 当初登録、追加、移籍ともに JFA登録承認の後、それぞれのリーグの規定に従って
出場の可否、出場可能試合等が決定される。 

 
※ PUMA CUP全日本フットサル選手権に出場するチーム／選手については JFAフッ

トサル登録必須であるが、新潟県フットサル連盟への加盟を義務づけない。北信越

フットサルリーグ、新潟県フットサルリーグに参加する選手は、それぞれのチーム

でのみ、PUMA CUP 全日本フットサル選手権に参加することができ、他のチーム
で参加するためには移籍の手続きが必要となる。 

 
②	 準加盟 
	 	 所定の準加盟用紙を用いて、メールにて申請する 

 
８．必要な登録費納入 

①-1 	 正式加盟（当初）（登録明細票サンプルも参照） 
(1) JFAフットサル登録料 
	 チーム分￥3000＋選手分＠ 1000×選手数 
(2) JFA機関誌（ JFA news）購読料	 ￥5000 
(3) 日本フットサル連盟登録料 
	 チーム分￥2000＋選手分＠ 2000×選手数 
(4) 新潟県フットサル連盟登録料 
	 チーム分￥6000＋選手分＠ 2000×選手数 
(5) 新潟県サッカー協会 2007年宣言協力金 
	 選手分＠ 500×選手数 
(6) 新潟県フットサル連盟新規加盟料	 新規加盟チームのみ￥1000 
（ただし、準加盟を継続していたチームは免除する） 

①-2	 正式加盟（追加） 
(1) JFAフットサル登録料	 選手分＠ 1000×追加選手数 
(2) 日本フットサル連盟登録料	 選手分＠ 2000×追加選手数 
(3) 新潟県フットサル連盟登録料	 選手分＠ 2000×追加選手数 
(4) 新潟県サッカー協会 2007年宣言協力金 選手分＠ 500×追加選手数 

①-3	 正式加盟（移籍） 
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	 	 Ａ：新潟県フットサル連盟加盟チーム間での移籍 
(1) JFAフットサル登録料	 選手分＠ 1000×移籍選手数 

	 	 Ｂ：新潟県フットサル連盟加盟チーム以外からの移籍 
(1) JFAフットサル登録料	 選手分＠ 1000×移籍選手数 
(2) 日本フットサル連盟登録料	 選手分＠ 2000×移籍選手数 
(3) 新潟県フットサル連盟登録料	 選手分＠ 2000×移籍選手数 
 

 ※	 新潟県フットサル連盟加盟チーム以外への移籍は連盟加盟の抹消となる 
 

②準加盟 
準加盟料 ￥2000 
※ 冬季リーグのみに参加する予定のチームは定められた日までに準加盟手続
きと準加盟料納入を行い、冬季リーグエントリーに合わせて加盟登録と加

盟料の納付（準加盟料分を引いたもの）を行うものとする。冬季リーグの

みに参加するチーム／選手については、JFA フットサル登録、日本フット
サル連盟加盟ともに行わないものとする。従って、冬季リーグについては、

加盟チームとは異なるチームでの参加も可能となる。 
 
９．手続〆切	 ２０１４年度は JFAフットサル登録、日本・北信越・新潟県フットサル連盟加盟

手続きの〆切を北信越リーグ参加チームは４月２８日（月） 19:00（登録費も同日）、
新潟県フットサルリーグトップリーグ参加チームでは書類は５月５日（月）登録費

は５月７日（水）とする。準加盟チームについては特に〆切を設けないが、準加盟

手続き、準加盟料の納入の後に連盟からの情報提供をうけることが可能となる。 
	 北信越リーグ参加チームにおいては、北信越リーグ参加申込のスケジュールがこ

れより早い場合には、北信越リーグに合わせるものとする。（詳細は北信越リーグの

規定、北信越リーグ運営会議での決定による）。 
 

１０．移	 	 籍	 北信越フットサルリーグ、新潟県フットサルリーグトップリーグ期間中の移籍

を認める。冬季リーグ期間中の移籍は認めない。 
移籍後の試合出場までの期間等に関しては、北信越リーグ、トップリーグそれぞれ

の規定による。 
 
１１．新潟県フットサル連盟主催事業と必要な加盟手続きについて 
	 	 ◯新潟県フットサルリーグトップリーグ 
	 	 	 JFAフットサル登録、日本・北信越・新潟県フットサル連盟加盟申請 
	 	 	 および、それぞれへの登録料の納入（含、機関誌購入と県協会への協力金）	 全て必要 
	 	 	 ＋大会への参加申込と参加費納入 
	 	 ※北信越フットサルリーグへの参加についても上記と同様である 
 
	 	 ◯新潟県フットサルリーグ冬季リーグ 
	 	 	 JFAフットサル登録と日本フットサル連盟加盟申請、及びそれぞれへの登録費納入は不要 
	 	 	 機関誌購入と県協会への協力金も不要 
	 	 	 大会への参加申込と参加費納入、連盟加盟費（未加盟チーム／選手分のみ）を必要とする 
	 	 	 既に新潟県フットサル連盟に加盟している選手については、連盟加盟費（選手分）は不要 
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	 	 	 手続きは、新潟県フットサル連盟宛のみ必要で、冬季リーグ参加のタイミングで可 
 
	 	 ◯PUMA CUP全日本フットサル選手権新潟県大会 
	 	 	 （県内の措置として連盟主催で実施しているが、北信越・全国では協会主催大会） 
	 	 	 正式加盟チーム： JFAフットサル登録、登録費納入はすでに行われているので、大会要項 
	 	 	 	 に定められた期日までに大会への参加申込と参加費納入（選手は他チームでは参加でき 
	 	 	 	 ない） 
	 	 	 加盟していないチーム： JFAフットサル登録、登録費納入（含、機関誌購入と県協会への 
	 	 	 	 協力金）を大会に間に合うように行う＋大会への参加申込と参加費納入を大会要項に定 
	 	 	 	 められた期日までに行う 
	 	 	 	 連盟への加盟の必要はないが、連盟協力金納入 
 
	 	 ◯全日本女子フットサル大会 
	 	 	 （県内の措置として連盟主催で実施しているが、全国的には協会主催大会） 
	 	 	 JFAフットサル登録、登録費納入（含、機関誌購入と県協会への協力金）を大会に間に合 
	 	 	 	 うように行う＋大会への参加申込と参加費納入を大会要項に定められた期日までに行う。 
	 	 	 	 詳細は別途説明 
 
	 	 ◯フットサル新潟県選抜 
	 	 	 原則として、北信越フットサルリーグならびに新潟県フットサルリーグに参加している 

選手のみを対象とする。選考の段階では未加盟選手も対象にすることもありうるものと 
し、選抜された段階でいずれかのチームで正式に JFA登録・連盟加盟の手続き等を行う 
ものとする。（手続きの詳細については、個別に対応する） 
例）大学フットサルチームなど JFAフットサル登録済み選手：連盟へのみなし加盟手続 
	 	 	 きを行う	 	 →移籍手続きなしに、連盟あてに追加手続きを行い、加盟登録費を 
	 	 	 納入することで、連盟加盟選手とみなす 
	 	 地区リーグ参加選手など JFAフットサル未登録選手： JFA登録と連盟加盟のいず 
	 	 	 れもが必要（すでに加盟しているどこかのチームへの JFA登録追加登録、もしく 
	 	 	 は「新潟県連盟プレーヤーズ（仮称）」チームへの新規所属選手として JFA登録 
	 	 	 追加登録）。 

 
	 	 ◯フットサル新潟県女子選抜 
	 	 	 JFAフットサル登録済み選手：現在のところ、女子リーグがなく、女子の加盟もないため、 

参加希望選手（女子のみ）は選考会への参加を認める。選抜された段階で連盟へのみな 
し加盟手続き（上述）を行う。 

	 	 	 JFAフットサル未登録選手：参加希望選手（女子のみ）の選考会への参加を認めるものと 
し、選抜された段階で「新潟県連盟プレーヤーズ（仮称）」チームへの JFAフットサル 
登録追加登録と連盟加盟の手続きを行うものとする。 

 
	 	 ◯フットサル新潟県 U-23選抜 
	 	 	 原則として、北信越フットサルリーグならびに新潟県フットサルリーグに参加している 

選手（ 23歳以下）のみを対象とする。有力選手の発掘・育成の意義を考慮し、選考会・ 
練習会の段階では未加盟選手も対象にすることもありうるものとする。大会等に出場す 
る場合には、選抜された段階でいずれかのチームで正式に JFA登録・連盟加盟の手続き 
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を行うものとする。 
例） PUMA CUP参加チーム、大学フットサルチームなど JFAフットサル登録済み選手 
	 	 	 ：連盟へのみなし加盟手続き（上述）を行う。 
	 	 地区リーグ参加選手など JFAフットサル未登録選手： JFA登録と連盟加盟のいず 
	 	 	 れもが必要（すでに加盟しているどこかのチームへの JFA登録追加登録、もしく 
	 	 	 は「新潟県連盟プレーヤーズ（仮称）」チームへの新規所属選手として JFA登録 
	 	 	 追加登録）。 
 

	 	 ◯新潟県フットサルリーグチャレンジリーグについては、別途定めるものとする 
 
	 	 ◯全日本大学フットサル大会（委員会主管事業） 
	 	 	 大学名の入った JFAフットサル登録を行ったチーム 
	 	 	 そのチームに所属するその大学の学生・院生である選手 
	 	 	 ＋他のチームで JFAフットサル登録しているその大学の学生・院生（移籍なしで出場可） 
	 	 	 （大会要項で規定される。参加受付時に確認する方法の確立が必要） 
 
	 	 ※新潟県ビーチサッカー大会（全国ビーチサッカー大会県予選） 
	 	 	 	 JFAサッカー登録もしくは JFAフットサル登録を完了している選手が集まって、 
	 	 	 	 チームを作って、大会毎の登録を行い、大会に参加する 
 
留意事項 
１． 連盟加盟チームには加盟時点で最低８人の選手を必要とする。これは、年間を通じての
活動を保証するために設けた人数の下限である。リーグに参加する際には、ここに選手を

追加して参加することができる。この際、追加できる選手は他のどのチームにおいても当

該年度に JFAフットサル登録されていないか、所定の手続きにより、移籍が可能となった
選手のみである。 

	 

連絡先等一覧	 

	 一般社団法人	 新潟県サッカー協会	 

	 	 〒950-1101 新潟市西区山田 2307-272	 新潟ふるさと村敷地内	 時の旅人館 2 階	 

	 	 	 TEL:025-233-0100	 FAX:025-233-0055	 

	 	 	 E-mail	 info@niigata-fa.or.jp	 

	 	 第四銀行	 姥ヶ山支店	 普通	 １２９２４６５	 

	 	 	 	 （一社）新潟県サッカー協会	 

	 

	 新潟県フットサル連盟事務局 
	 	 〒950-2181	 新潟市西区五十嵐２の町 8050	 新潟大学教育学部	 森研究室内 
	 	 	 TEL	 &	 FAX	 025-262-7082	 

	 	 	 E-mail	 yamori@ed.niigata-u.ac.jp 
	 第四銀行	 内野支店	 普通	 １５８８９８８	 

	 	 	 	 新潟県フットサル連盟	 代表	 森	 	 恭（もり	 やすし）	 

	 	 ※	 トップリーグ等の口座とは異なりますので、気をつけてください。	 

	 


