
第 13回新潟県フットサルリーグ冬季リーグ	 大会実施要項 

１．大会名 	 第 13回新潟県フットサルリーグ 冬季リーグ 

２．主 	 催	 （一社）新潟県サッカー協会、新潟県フットサル連盟 

３．主	  管	 新潟県フットサル連盟リーグ実行委員会  

４．後	 援	 未定 

５．表	 彰	 優秀選手と得点王を表彰し、上位 3位チームに賞状を授与する。 

６．大会方法	 参加チームによる 1回戦総当たりのリーグ戦を行う 

	 	 尚、参加チーム数によっては大会方法の変更もあり得るものとする 

７．大会日程	 平成 27年 1月 25日〜平成 27年 2月 22日（大会期間の延長もありうる） 

８．参加資格 

	 (1) 本大会は、新潟県フットサルリーグトップリーグとは別大会として開催される。このた 

	 	 め、トップリーグとは異なるチームでの出場も可能である。また、JFAに年間登録してい 

	 	 るチーム以外での出場も可能である。 

	 (2) 本大会に参加できるチームは、新潟県フットサル連盟に加盟、もしくは準加盟したチーム 

	 	 のみとする。未加盟のチームには、大会参加に際して準加盟を義務付けるものとする。 

	 (3) チームには 20 歳以上の代表者がおり、チームに関わる全ての責任を負うこと。 

	 (4) チームは数名の役員（監督のみ必須）と８人以上 30人以下の選手によって構成される。 

	 	 各試合で５名を下回ることなく、リーグに継続して参加できるよう、チームのメン バーを 

	 	 確保すること。 

	 (5) 選手は 16歳以上とし、大会参加申込書によって大会エントリーされた選手のみとする 

	 (6) 平成 26年度（公財）日本サッカー協会フットサル登録は必要としない 

	 (7) 平成 26年度に新潟県フットサル連盟に加盟しているチームが参加する場合 

	 	 ・チームに所属する選手のみで大会エントリーできるものとする（他チームの選手をチー 

	 	 	 ム内に含めることはできず、この場合には移籍手続きを必要とする） 

	 	 ・加盟チームの選手は、加盟していない他のチーム（準加盟は必須）で参加できる 

	 (8) 平成 26年度に新潟県フットサル連盟に加盟していないチームで参加する場合 

	 	 ・大会参加申込に加えて、チームが新潟県フットサル連盟へ準加盟するものとする 

	 	 ・このチームには、加盟チームの選手、非加盟チームの選手ともに含めることができる 

	 	 ・加盟チームが他チームの選手加えて参加する場合は、加盟チームとは別の準加盟チーム 

	 	 	 として出場することができる 

	 (9) 第 1項に定めるチームには 1チームあたり 4名までの外国人選手ならびに新潟県外在住 

	 	 選手の登録を認める。ただし、双方合わせて同時にピッチ上にいる選手が 2名を越えては 



	 	 ならない。 

	 (10) 女性の登録・出場を認める。 

	 (11) 大会を通して、U-23 選抜選手以外の選手は一つのチームでのみ参加することができ、  

	 	 期間中にチームの移籍は認められない。ただし、新潟県フットサル U-23 選抜選手のみ、  

	 	 選抜チームと他のチームの 2チームで本大会に参加できるものとする。 

	 (12) 参加チームは、参加申し込みを行い、運営委員会に出席し、大会本部から参加を承認 

	 	 されたチームとする。 

	 (13) 冬季リーグにおいては、参加チームに（公財）日本サッカー協会公認フットサル 4級以 

	 	 上の 審判 

	 	 員が 1名以上おり、尚かつ帯同審判員として大会における審判ができること。 サッカー審 

	 	 判資格を持っていても、フットサル審判資格がない者は帯同審判員として審判を行うこと 

	 	 はできない。チームに割り当てられた試合審判をこなせるよう、チームか ら知人等に依頼 

	 	 することも、当面可とする。審判（１名）・オフィシャル（１名）・ホールパーソン（２ 

	 	 名）を、チームで責任をもって担当すること。 

	 (14) 今回は、参加チーム数を 6チーム程度とし、現在新潟県フットサル連盟に加盟もしくは 

	 	 準加盟しているチーム/選手を優先する。参加の可否については、新潟県フットサル連盟が 

	 	 決定する。 

９．参加申込 

	 (1) 参加を希望するチームは冬季リーグ説明会に参加し、参加の意思を明確にした上で、大会 

	 	 参加申込書を定められた期日までに必着でリーグ事務局あてに E-mail へのファイル添付に 

	 	 て参加を申し込むこと。 

	 (2) 参加申込締め切り期日 2015 年 １月 16日(金)18:00必着 

	 (3) リーグ実行委員会にて参加を認められたチームは別に定められた期日までにリーグ参加費 

	 	 をリーグ事務局口座(まで納入すること。さらに、新潟県フットサル連盟に準加盟となる場 

	 	 合には、準加盟申請書の提出（E-mail へのファイル添付）と準加盟料（2000円）の納入を 

	 	 同じ期日までに行うこと。 

	 	 これらの書類提出に加えて、冬季リーグ運営委員会(出席すること。 

	 (5) リーグ参加費納入、準加盟申請、準加盟料納付の締め切り期日:  

	 	 2015年 1月 19日(月)12:00必着 

	 (6) リーグ運営委員会で参加を認められたチームが参加を辞退することは認めない。 

	 (7) 選手エントリーの追加ならびに変更  

	 	 大会期間中の移籍は認められず、選手の追加は、各試合の 2日前を期日とする（ただし、  



	 	 冬季リーグにおいて他のチーム（U-23 選抜を除く）でエントリーされた選手は追加できな 

	 	 い）。選手追加の際には「選手追加・削除申請用紙」を使用すること。  

	 (8) すでにエントリーされている選手の背番号の変更は認めない。  

10.参加費 35,000円（予定）、期日までにリーグ事務局口座へ振り込むこと。 

11.競技規則 

	 (1) 特に定められた以外は平成 26年度日本サッカー協会「フットサル競技規則」 による。 

	 (2) 各試合にはチームに大会エントリーした選手全員を出場させることができる。 

	 (3) 退場を命ぜられた選手は、次の試合には出場できない。その後の処置については大会本部 

	 	 において決定する。 

	 (4) 大会中に警告を 2度受けた選手は、次の試合には出場できない。  

12.競技方法 

	 (1) 順位は勝ち点（勝 3 点、分 1 点、負 0点）、当該チーム間の試合結果、当該チーム間の 

	 	 得失点差、当該チーム間の総得点、グループ全体での得失点差、グループ全体での総得点、 

	 	 警告・退場ポイントの少なさの順で成績のよいチームから上位とする。  

	 	 	 1回の警告・・1ポイント  

	 	 	 1回の退場（警告 2回によるものを含む）・・3ポイント  

	 	 	 	 （警告 2回の場合には、警告によるポイントは加算しない） 

	 	 	 1回の警告に続くレッドカードでの退場・4ポイント（警告分のポイントは加算しない） 

	 (3) 試合時間は前後半 20分ずつ（プレーイングタイム）、ハーフタイムは 7分とし、延長は 

	 	 行わない。（ただし、大会日程の状況によっては変更もありうるものとする） 

13.ユニフォーム 

	 (1) 選手エントリー表に記載された背番号を用いる。背番号は 1〜99の整数であること。  

	 	 背番号の変更は認められない。 

	 (2) ユニフォーム（シャツ、パンツ、ストッキング）はチームの全員が大会参加申込書に  

	 	 記載されたものを着用すること。 

	 (3) ユニフォームは審判と同一でないか、または類似しないものを用意すること。 

	 (4) ユニフォームは完全に異なる色の 2通りを用意すること 

	 (5) ゴールキーパーのユニフォームはシャツ、パンツ、ストッキングいずれもフィールドプレ 

	 	 ーヤーとは全く異なる色を用いて組み合わせ使用すること。従って、フィールドプ レーヤ 

	 	 ーの正副、ゴールキーパーの正副が必要となるため、シャツ、パンツ、ストッキ ングはそ 

	 	 れぞれ 4色必要となる  

	 (6) フィールドプレーヤーをゴールキーパーに替えてハワープレーを行う場合には、ゴールキ 



	 	 ーパー用のユニフォームでなくても、味方・敵のいずれのプレーヤーとも区別ができれば 

	 	 よいものとする。ただし、試合前に審判員ならびに相手チームから了解を得ておくことを 

	 	 条件とする。  

	 (7) その他（公財）日本サッカー協会ユニフォーム規定に従うこと（特に色、広告等）。  

14.競技運営 

	 (1) 各チームは運営の主担当と副担当を原則として一度ずつ行うものとする。主担当と副担当 

	 	 が協力し、当日の運営の中心として、責任を果たすこと。  

	 (2) 各チームは割り当てられた試合について、審判員 1名、オフィシャル 1名、ボールパーソ 

	 	 ン 2名を必ず派遣すること。  

	 (3) その他については、本部運営マニュアルに従って、円滑に運営すること。  

15.その他 

	 (1) 大会は屋内体育館で行われる。シューズについては床面に色や傷をつけないものとし、接 

	 	 地面が黒くなく、フラットで、ゴム質が柔らかいシューズを用意すること。人工芝・屋外 

	 	 用の小さな凸が多くあるトレーニングシューズやスパイクシューズは不可。いずれの場合 

	 	 にも、施設管理者から使用を認められない用具による出場は認めない。  

	 (2) 新潟県フットサル連盟加盟制度については、別紙資料を参照のこと  

	 (3) 新潟県フットサルリーグ事務局 

	 	 〒950-2181 新潟市西区五十嵐 2の町 8050 新潟大学教育学部 森 恭(様)気付  

	 	 	 新潟県フットサルリーグ事務局（御中） 

	 	 TEL & FAX 025-262-7082 E-mail yamori@ed.niigata-u.ac.jp 緊急連絡電話 090-3093-4710（森） 

	 (4) 冬季リーグ説明会 

	 	 2015 年 1月 12日（月・祝）16:20〜	 （受付 16:05〜）	 会場未定（後日連絡します） 

	 	 冬季リーグについての説明（主旨、運営、手続きなど）、参加意志の確認、 

	 	 チームスケジュールの確認、その他  

	 (5) 参加費振込口座:  

	 	 第四銀行 本店営業部 普通 2324454 	 新潟県フットサル連盟 森 恭(もり やすし)  

	 	 参加費の内訳は、会場費分担、大会パンフレット、印刷代、ボール・ラインテープなどの 

	 	 物品代、通信費、その他の運営費などである。 

	 	 準加盟料が必要なチームは参加費と合算して準加盟料を送金のこと（2000円） 

	 (6) 大会ホームページについて>  

	 	 新潟県フットサル連盟では新潟県フットサルリーグのホームページを開設する。諸用紙の 

	 	 ダウンロードも可能。戦績等を随時アップするので、確認のこと。 



	 	 	 http://www5f.biglobe.ne.jp/~niigata_ff/winleague/  

	 (6) 審判委員会フットサル 3・4級審判更新講習会 詳細については、新潟県サッカー協会 

	 	 ホームページを参照のこと。 http://www .niigata-fa.or .jp/  

	 	 問い合わせ、申込等は新潟県サッカー協会審判委員会まで。 

 

 

＜第１３回冬季リーグ参加・実施の流れ＞ 

2014.12.28	 大会告知 

2015.  1.12	 冬季リーグ説明会（16:20〜、会場未定） 

2015.  1.16	 参加申込書〆切 

2015.  1.19	 参加費、準加盟申請、準加盟料〆切 

 

2015. 1.25	 リーグ開幕（第１節）  

2015. 2.  1	 第２節 

2015. 2.  8	 夜間のみ予備日 

2015. 2.11	 第３節 

2015. 2.15	 第４節 

2015. 2.22	 第５節  

2015. 3.  1	 予備日 

2015. 3.  8	 予備日 

 

参考 

2015.3.20〜22	 長野オープン U-23選抜フットサル大会（長野市、ホワイトリング） 

- 

	 


