2018年 フットサル試合形式 レギュレーション（予定）

SuperSports XEBIO 愛知県フットサルリーグ2018
試合形式

カテゴリー

チーム数

T.O

ユニフォーム

主審

第２

TK

第３

試合数

１部

10チーム

1回戦総当りリーグ戦

40分プレーイング

有り

2着持参
※背番号固定登録

派遣

派遣

F4級以上帯同審判

F3級以上帯同審判

9

２部

10チーム

1回戦総当りリーグ戦

40分プレーイング

有り

2着持参
※背番号固定登録

派遣

派遣

F4級以上帯同審判

F3級以上帯同審判

9

３部

10チーム

1回戦総当りリーグ戦

40分プレーイング

有り

2着持参
※背番号固定登録

F3級以上帯同審判

F4級以上帯同審判

オフィシャル
オフィシャル
（有資格者が望ましい） （有資格者が望ましい）

9

４部

10チーム

1回戦総当りリーグ戦

40分プレーイング

有り

2着持参
※背番号固定登録

F3級以上帯同審判

F4級以上帯同審判

オフィシャル
オフィシャル
（有資格者が望ましい） （有資格者が望ましい）

9

オープン
10チーム前後
Aブロック

1回戦総当りリーグ戦

30分プレーイング

有り

2着持参
※背番号固定登録

F4級以上帯同審判

F4級以上帯同審判

オフィシャル
オフィシャル
（有資格者が望ましい） （有資格者が望ましい）

8～12

オープン
10チーム前後
Bブロック

1回戦総当りリーグ戦

30分プレーイング

有り

2着持参
※背番号固定登録

F4級以上帯同審判

F4級以上帯同審判

オフィシャル
オフィシャル
（有資格者が望ましい） （有資格者が望ましい）

8～12

オープン
10チーム前後
Cブロック

1回戦総当りリーグ戦

30分プレーイング

有り

2着持参
※背番号固定登録

F4級以上帯同審判

F4級以上帯同審判

オフィシャル
オフィシャル
（有資格者が望ましい） （有資格者が望ましい）

8～12

2回戦総当りリーグ戦

30分プレーイング

有り

2着持参
※背番号固定登録

第1クール派遣
第2クール以降は、
F4級以上帯同審判
※登録選手に限る

F4級以上帯同審判
オフィシャル
オフィシャル
※登録選手に限る （有資格者が望ましい） （有資格者が望ましい）

9～15

女子

8チーム前後

※チーム数、試合数は入替戦の結果、及び代表者会議により最終決定とする。
※チーム帯同審判員は2名以上とし、登録制とします。登録審判員はレフェリースクールの参加と審判アンケートの回答を義務付けます。
※１：レフェリースクールは年4回のうち、1回は必須。年度末に行う合同研修会にも参加すること。
※２：どこかのチームで登録された審判員は、リーグ／チームを問わず、県リーグでも審判活動ができます。（ただし、3部以上は資格制限あり）
※３：レフェリースクールに参加しない審判員は次年度の帯同審判登録を原則認めません。
※４：新規3級取得者は取得後最初のレフェリースクールへ必ず参加すること。

新規加盟に至るまでの流れ
① レギュレーション／募集案内を確認
【OPENリーグ新規加盟募集案内】 【女子リーグ新規加盟募集案内】
② 【仮エントリーフォーム】より仮エントリー申し込み
③ 3月10日説明会へチーム1名以上で参加
※会場/千種スポーツセンター（予定）時間/18：30分受付 18：45～20：00（予定）
※代表者である必要はありませんが責任をもってチームに伝えられる1名～3名以上で参加してください
※3名以上で参加の希望がある場合は、会場の席に余裕があれば参加できますのでお問合せください。
④ エントリー結果報告（本エントリー）：3月11日～3月15日 ※本エントリー見送る場合も必ず連絡お願いします。
本エントリー方法は説明会時にお知らせします。
本エントリーした場合、3月31日までのキャンセルは受け付けますが
4月1日以降のキャンセルは、リーグ開幕前であっても参加加盟費は負担となります。
⑤ 4月（日程・会場未定）
2017年度第1回代表者会議 ／年間スケジュール決定
⑥ 5月 or 6月 開幕予定
問い合わせの多い項目にユニフォームがあります。
説明会より前からユニフォーム新規作成に入る場合は
日本協会のホームページの「ユニフォーム規定」をお読みください。
例えば、チーム名やエンブレム、広告などの掲載場所や大きさなども規定があります。
新規にユニフォーム作成する際には、参考にしてください。
規定外のユニフォームは原則リーグ戦で使用できません。
リーグ戦はJFAのユニフォーム規定に基づいて行われますが
OPENリーグ／女子リーグの新規チームには
若干の規定猶予が認められます。その辺りも説明会でお話しします。
※新規加盟予定チームは、現在使用のユニフォームが規定外の場合でも説明会の後から準備で大丈夫です。

【オープンリーグ参加条件】
注意！） 仮エントリーの時点では、審判資格／チーム登録／保険の加入は必要ありません。
☆１： （公財）日本サッカー協会へ加盟チーム登録を行うこと
☆２： 日程に関してはリーグ日程を最優先に調整できること
（年度初めに年間のスケジュールを発表します 以後変更はできません）
☆３： リーグ運営規定を遵守できること
☆４： 物損事故に対応できるスポーツ保険に登録全選手加盟すること
☆５： 施設の利用や公共のマナーが責任を持って遵守できること
☆６： 会場準備や後片付けなどを含め、運営協力ができること
☆７： 選抜の活動に協力できること
☆８： ＦＳ連盟の主催する事業への役員や審判、ＦＳクリニックスタッフとしての派遣に協力できること
（日程の都合には相談応じます）
2017年度では Fリーグ
小学生フットサル大会
ファミリーフットサル
U-12／U-15リーグ
ビーチサッカー大会／クリニックなど
☆９： 代表者会議などにはチームより必ず1名以上出席すること
☆10-①： 審判割り当ての試合には必ず更新している審判員
もしくは2018年度新規取得のＦＳ４級審判員で行うこと
取得者のないチームは2018年度の最初のＦＳ4級新規講習会の受講をすること
（4月もしくは5月の開催予定 場所など詳細は未定）
（現在は3部以上に昇格すると3級審判資格が必要となります）
どうしても初回の受講が都合のつかない場合は事前に連絡し、次回以降の取得を確約すること
☆10-②： 審判服、パンツ、ストッキング、ワッペン、カード、笛、時計、など
必要最低限の用意は必ず持参すること
（特に審判服一式、ワッペンを忘れた場合は審判できないので審判棄権となるので注意）
（審判証の発行前は講習会受講証を持参すること）
☆11： リーグ加盟金は80.000円前後とする
（加盟チーム数および試合数により変動 本エントリー後に決定 目安としてお考えください）
新規加盟チームはリーグ加盟登録費として別に5,000円を徴収する
【（例）昨年度新規加盟チーム 総額 80,000円】（フットサルチーム登録費は別に必要）
加盟決定後、設定期限日（4月下旬予定）までに所定の口座に振込みをして受付完了とする
（分割は認めない、期限厳守 なお参加決定後はリーグ除名などの処分の場合も返金はしない）
☆12： 連絡はＭａｉｌにて行うので、Excel Word および PDFファイルの見れるアドレスを
チームにて取得しチームの連絡先とすること（個別の連絡以外は一括で送信します）
☆13： 参加希望チームは
【こちらの新規加盟希望仮登録フォーム】よりお申込みください。
チーム名や代表者は正式登録の際に変更可能です。
仮エントリーとして受付け後、
2017年3月10日（日） 千種スポーツセンター（予定）にてリーグ説明会を行います。
18：30受付 18：45開始 20：00終了予定
持ち物：筆記用具
※日程・会場は変更になる場合があります。
※変更の際はホームページに掲載しますので各自確認お願いします。
チームから必ず1名以上の参加をお願いします。
説明会後に正式なリーグ登録か否かを決めていただきます。
説明会後、正式エントリーしない場合は無料です。ペナルティー等もありません
ただし、説明会に参加しないチームはリーグには登録できませんので
参加の可能性があるチームは仮エントリーをお願いします。
☆14： 締め切り 仮エントリーの受付けは2018年3月9日までとします。
3月10日0時の時点で申し込みフォームを閉じます。
☆15： その他 仮エントリーの時点では、審判資格／チーム登録／保険の加入は必要ありません。
これらは、説明会にて説明後に本登録する際に準備していただくものです。
本エントリーは説明会終了後より3月15日までにお願いします。
☆16： 問い合わせは【こちらの問い合わせフォーム】よりお願いします。
携帯などで、PCからのメール拒否設定している方は、受けられるアドレスよりお願いします。
事務処理の関係上、夜間、深夜、早朝構わずの返信となりますこと、ご了承ください。
愛知県フットサルリーグ 事務局担当
清水 俊博
アドレス：info-futsal@afsl.jp

【女子リーグ参加条件】
注意！） 仮エントリーの時点では、審判資格／チーム登録／保険の加入は必要ありません。
☆１： （公財）日本サッカー協会へ加盟チーム登録を行うこと
☆２： 日程に関してはリーグ日程を最優先に調整できること
（年度初めに年間のスケジュールを発表します 以後変更はできません）
☆３： リーグ運営規定を遵守できること
☆４： 物損事故に対応できるスポーツ保険に登録全選手加盟すること
☆５： 施設の利用や公共のマナーが責任を持って遵守できること
☆６： 会場準備や後片付けなどを含め、運営協力ができること
☆７： 選抜の活動に協力できること
☆８： ＦＳ連盟の主催する事業への役員や審判、ＦＳクリニックスタッフとしての派遣に協力できること
（日程の都合には相談応じます）
2017年度では Fリーグ
小学生フットサル大会
ファミリーフットサル
U-12／U-15リーグ
ビーチサッカー大会／クリニックなど
☆９： 代表者会議などにはチームより必ず1名以上出席すること
☆10-①： 審判割り当ての試合には必ず選手登録されていて尚且つ
2018年度資格更新している審判員もしくは2018年度新規取得のＦＳ４級審判員で行うこと
取得者のないチームは2018年度の最初のＦＳ4級新規講習会の受講をすること
（4月もしくは5月の開催予定 場所など詳細は未定）
どうしても初回の受講が都合のつかない場合は事前に連絡し、次回以降の取得を確約すること
☆10-②： 審判服、パンツ、ストッキング、ワッペン、カード、笛、時計、など
必要最低限の用意は必ず持参すること
（特に審判服一式、ワッペンを忘れた場合は審判できないので審判棄権となるので注意）
（審判証の発行前は講習会受講証を持参すること）
☆11： リーグ加盟金は80.000円前後とする
（加盟チーム数および試合数により変動 本エントリー後に決定 目安としてお考えください）
新規加盟チームはリーグ加盟登録費として別に5,000円を徴収する
【（例）昨年度新規加盟チーム 総額 75,000円】（フットサルチーム登録費は別に必要）
加盟決定後、設定期限日（4月下旬予定）までに所定の口座に振込みをして受付完了とする
（分割は認めない、期限厳守 なお参加決定後はリーグ除名などの処分の場合も返金はしない）
☆12： 連絡はＭａｉｌにて行うので、Excel Word および PDFファイルの見れるアドレスを
チームにて取得しチームの連絡先とすること（個別の連絡以外は一括で送信します）
☆13： 参加希望チームは
【こちらの新規加盟希望仮登録フォーム】よりお申込みください。
チーム名や代表者は正式登録の際に変更可能です。
仮エントリーとして受付け後、
2017年3月10日（日） 千種スポーツセンター（予定）にてリーグ説明会を行います。
18：30受付 18：45開始 20：00終了予定
持ち物：筆記用具
※日程・会場は変更になる場合があります。
※変更の際はホームページに掲載しますので各自確認お願いします。
チームから必ず1名以上の参加をお願いします。
説明会後に正式なリーグ登録か否かを決めていただきます。
説明会後、正式エントリーしない場合は無料です。ペナルティー等もありません
ただし、説明会に参加しないチームはリーグには登録できませんので
参加の可能性があるチームは仮エントリーをお願いします。
☆14： 締め切り 仮エントリーの受付けは2018年3月9日までとします。
3月10日0時の時点で申し込みフォームを閉じます。
☆15： その他 仮エントリーの時点では、審判資格／チーム登録／保険の加入は必要ありません。
これらは、説明会にて説明後に本登録する際に準備していただくものです。
本エントリーは説明会終了後より3月15日までにお願いします。
☆16： 問い合わせは【こちらの問い合わせフォーム】よりお願いします。
携帯などで、PCからのメール拒否設定している方は、受けられるアドレスよりお願いします。
事務処理の関係上、夜間、深夜、早朝構わずの返信となりますこと、ご了承ください。

愛知県フットサルリーグ 事務局担当
清水 俊博
アドレス：info-futsal@afsl.jp

