2018 北信越女子サッカーリーグ

1．趣旨

大会実施要項

本大会は、相互の切磋により北信越地域の女子サッカーの水準向上と普及発展を期し、
あわせてチャレンジリーグに加入し得るチームと選手の育成を目的として実施する。

2．名称

2018 北信越女子サッカーリーグ

3．主催

一般社団法人北信越サッカー協会

4．主管

北信越各県サッカー協会女子委員会、北信越女子サッカーリーグ実行委員会

5．日程

2018 年 4 ⽉〜11 ⽉

6．会場

北信越各地域の競技場

7．チーム資格

1) 公益財団法人日本サッカー協会（以下「JFA」という）に「女子」の種別で登録した加盟
登録チームであること。
2) 加盟チームは、決定した日程に従って競技を継続的に行い、リーグ運営を円滑に遂行する
能力を有すること。
3) チーム資格について疑義が提出されたときは、北信越女子サッカーリーグ実行委員会で
審議し、北信越女子委員会で決定する。
4) JFA により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームについては、同一
「クラブ」内のチームから移籍することなく、上記 1)のチームで参加することができ
る。この場合、同一「クラブ」内のチームであれば、複数のチームから選手を参加させる
ことも可能とする。なお、選手は、選手資格をみたしていることとし、選手が所属する
チームの種別・種別区分は問わない。

8．選手資格

1) JFA 女子登録加盟団体の選手であること。
2) 2006 年（平成 18 年）4 ⽉ 1 日以前に生まれた女子選手であること。小学生は出場できな
い。
3) 外国協会籍であった選手を登録する際は、国際サッカー連盟（FIFA）の定める規約に従い
JFA の承認を得るものとする。ただし、サッカーを職業としない選手にあっては、所定の
手続により JFA の承認を得るものとする。
4) 外国籍選手の登録は 5 名迄とし、試合開始前のメンバー用紙提出時に登録できる人数は交
代予定者を含め 3 名迄とし、競技中は 3 名が出場できる。
5) 選手資格について疑義が提出されたときは、北信越女子サッカーリーグ実行委員会で審議
し、北信越女子委員会で決定する。

9．移籍

1) 選手の移籍は JFA のサッカー選手の登録と移籍に関する規則に従うものとする。
2) 移籍申請書は所定の様式にて行う。

10．加盟チーム数

1) 2018 シーズンは、下記の 10 チームとする。

チーム名

都道府県

アルビレックス新潟レディース U-18

新潟県

新潟医療福祉大学女子サッカー部

新潟県

JAPAN サッカーカレッジレディース

新潟県

北陸大学女子サッカー部

石川県

AC 信州大学

⻑野県

福井工業大学

福井県

グランセナ新潟レディース

新潟県

富山レディースサッカークラブ

富山県

AC ⻑野パルセイロ・シュヴェスター

⻑野県

福井工業大学附属福井高等学校

福井県

【新潟医療福祉大学女子サッカー部の参戦について】
※チャレンジリーグに参戦している新潟医療福祉大学女子サッカー部においては、
チャレンジリーグで出場機会の少ない選手が北信越女子サッカーリーグに出場する。
※北信越女子サッカーリーグへの選手登録はチャレンジリーグとの重複を認めるが、

直近のチャレンジリーグの試合においてプレイングタイムが 30 分以上の選手の北信越
女子サッカーリーグの試合へのエントリーは 6 名以下に限る。
※新潟医療福祉大学女子サッカー部の北信越女子サッカーリーグ参戦は 2020 年シーズ
ンまでとする。但し、新潟医療福祉大学女子サッカー部がチャレンジリーグまたはな
でしこリーグに所属している場合に限る。2021 年シーズンについては再度検討事項と
する。

2) 2019 シーズン以降は、リーグ加盟チーム数を 12 チームとする。

11．大会形式

1) 2018 シーズンの大会形式は、下記のとおりとする。
＜第 1 節〜最終節＞
■1 回戦総当たりの全 45 試合（各チーム 9 試合）で順位を決定する。
■上位 4 チームに、皇后杯北信越大会への出場権を与える。上位 4 チームのうちで
すでに同大会への出場権を有しているチームがある場合は、5 位のチームまで出場
権を与える。
＜交流戦＞
■当該チームでの協議により決定する。
＜入替戦＞
■新規加盟を希望するチームは、各県女子委員⻑の推薦を受け、6 ⽉末の希望申込
締切期日までに申請する。希望チームが 3 チーム以上ある場合は、入替戦出場チー
ム決定戦を行い、2 チームを決定する。
■入替戦出場チームが 1 チームの場合はリーグ 10 位のチームと、2 チームの場合は
リーグ 10 位及びリーグ 9 位のチームと入替戦を 11 ⽉に実施する。
2) 2019 シーズン以降の大会形式は、リーグ加盟チームを 12 チームとし、1 部リーグと 2 部
リーグに分け、前期・後期でホーム＆アウェイのリーグ戦を実施する。皇后杯北信越大会
の出場権は前期日程の 1 部リーグの順位で決定する。昇降格については以下の通りとする。
① 1 部リーグ 6 位のチームは来シーズンの 2 部リーグへの降格が、2 部リーグ 1 位
のチームは来シーズンの 1 部リーグへの昇格が決定する。
② 1 部リーグ 5 位のチームは、2 部リーグ 2 位のチームとホーム＆アウェイの入替
戦を実施する。
③ 2 部リーグ 6 位のチームは、各県リーグから参入を希望するチームとホーム＆ア
ウェイの入替戦を実施する。参入希望チームが複数ある場合は、あらかじめ入替
戦参入予選大会を実施する。

12．競技規則

13．試合運営要項

14．懲罰

大会実施年度の JFA「サッカー競技規則」による。

別紙に定める。

1) JFA が定める「懲罰規定」に基づき、
（一社）北信越サッカー協会規律・裁定委員会により
裁定し懲罰を決定するものとする。
2) 本大会で退場を命じられた選手および退席を命じられた役員は、自動的に次の 1 試合に
出場することができない。本大会にて出場停止未消化の場合は、直近の公式戦で消化する。
それ以降の処置については JFA「懲罰規定」に基づき、
（一社）北信越サッカー協会規定・
裁定委員会において決定する。
3) 本大会において累積警告が 2 回に及んだ選手は、次の 1 試合に出場することができない。

15．表彰

下記の通り、表彰する。
1) チーム表彰
（1）優勝・・・賞状
（2）準優勝・・・賞状
2) 表彰は北信越女子サッカーリーグ実行委員会にて行う。

16．リーグ登録

1) 1 チームあたり、リーグ登録選手は 30 名以内とする。リーグ登録した最大 30 名の
選手の中から、各試合メンバー用紙提出時に選手最大 18 名を選出する。
2) 1 チームあたり、リーグ登録役員の上限は設けない。各試合メンバー用紙提出時にベ
ンチ入りするチーム役員最大 6 名を選出する。
3) 登録は毎年 4 ⽉ 2 日付をもって行い、同年 12 ⽉ 31 日迄有効とする。当該年度の加
盟登録団体票の写しを、リーグ事務局⻑の定める期日までに提出する。
4) 選手の追加登録は、試合の 5 日前（試合が日曜日なら火曜日）までに、所定の用紙
を用いてリーグ事務局⻑宛に申請する。
5) 追加登録選手は、JFA 登録が完了し、リーグ事務局⻑からの追加登録完了の連絡を
もって出場が認められる。
6) 同シーズン内でリーグへの登録を一度抹消した選手のリーグへの再登録は認めな

い。
7) リーグ戦で着用するユニフォームは、JFA のユニフォーム規定に基づき、正・副
2 パターンをリーグに登録し常備する。
8) 2018 シーズンのリーグ登録書類提出締切は、2018 年 4 ⽉ 2 日（⽉）15:00 とする。

17．参加費

加盟チームは、2018 年 3 ⽉ 30 日（金）までに参加費 40,000 円を下記口座に振込する。

18．リーグ所在地

〒955-005

19．事務連絡先

〒957-0103

三条市塚野目 5-7-40

佐野

裕子 気付におく。

新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜 925-1

（JAPAN サッカーカレッジ内）
佐藤

20．その他

いず美

本事業は、スポーツ振興くじ助成事業に申請しています。

