東北女子サッカーリーグ 2019
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旨：一般社団法人東北サッカー協会は、東北地域における女子のサッカー技術
の向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普及振興に寄与す
ることを目的とし、中学１年生以上の登録選手を対象とした、東北地域の
トップリーグとして実施する。

２．名

称：東北女子サッカーリーグ 2019

３．主

催：一般社団法人東北サッカー協会

４．主

管：一般社団法人東北サッカー協会女子委員会
東北女子サッカーリーグ 2019 実行委員会

５．協

賛：株式会社 明治

６．期

日：2019 年 4 月 13 日（土）～2019 年 7 月 6 日（土）

７．会

場：東北各地

８．参 加 資 格：
（１）チームは、以下の要件を満たしているチームとする。
①（公財）日本サッカー協会に女子登録をした加盟チームであること。
②皇后杯全国大会若しくは東北大会に出場経験のあるチームであること。
③県内でチームとしての活動実績があり、県女子委員長の推薦があること。
（２）選手
①2007 年（平成 19 年）4 月 1 日以前に生まれた女子選手であり、（公財）
日本サッカー協会に登録されていること。小学生は出場出来ない。
また、中学生以下の選手だけのリーグ参加申込は不可とする。
②クラブ申請制度の適用：（公財）日本サッカー協会により「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無く、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、上記①を満たしていること。選手が所属するチームの種
別・種別区分は問わない。
（３）外国籍選手：5 名まで登録でき、1 試合 3 名まで出場できる。
（４）選手の移籍・追加登録については、次の通りとする。
①追加登録選手の出場は、リーグ事務局へ提出し、受理後とする。また、
Web 登録画面のコピーをリーグ事務局へ送付すること。
②リーグ戦参加チーム同士の移籍選手の出場は、移籍登録完了後（Web 登
録）1 ヶ月後とする。
なお、上記に違反した場合は、チーム最終順位を最下位とする。

９．競 技 方 法：
①北東北リーグ（青森・岩手・秋田）と南東北リーグ（宮城・山形・福
島）の２リーグとする。
②南北１位同士でのプレーオフを実施し、優勝チームを決定する。
１０．競 技 規 則：リーグ実施年度の JFA「サッカー競技規則」による。

１１．競技会規定：以下の項目については本リーグ規定を定める。
（１）ボール
試合球はモルテン社製ボール「ヴァンタッジオ 5000（ピンク）品番：
F5V5000-P」とし、各チーム２球持ち寄りとする。
（２）競技者の数
①競技者の数：11 名
②交代要員の数：8 名
③交代を行うことができる数：5 名以内
④ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：3 名以内
（３）役員の数：テクニカルエリアに入ることができる役員の数：6 名以
内
（４）ベンチ入りできる人数は最大 14 名（交代要員 8 名、役員 6 名）と
する。
（５）テクニカルエリア：設置する。
戦術的指示はテクニカルエリア内からその都度ただ 1 人の役員が伝える
ことができる。但し通訳を必要とする場合は 2 名とする。

（６）競技者の用具
①ユニフォーム
a.リーグ実施年度の（公財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に則
る。
b.J クラブ傘下のチームについては、公益財団法人日本プロサッカーリー
グ(J リーグ)のユニフォーム要項に認められたユニフォームであれば使用
を認められる。また、一般社団法人日本女子サッカーリーグ加盟チーム又
はその傘下のチームについては、日本女子サッカーリーグのユニフォーム
要項に認められたユニフォームであれば使用を認められる。ただし一部で
も仕様が異なる場合は認められない。この際、シャツの色彩が審判員が通
常着用する黒色と明確に判別し得ない場合、審判員用のカラーシャツを複
数色、チームで準備出来る場合のみ使用を認められる。
c.ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、正の他
に副として、正と色彩の異なり判別しやすいユニフォームを参加申込書
（WEB 登録）の際に記載し、各試合に必ず携行すること（FP・GK 用
共）。本協会に登録されたものを原則とする。
d.シャツの前面・背面に参加申込の際に登録した選手番号を付けること。
ショーツの選手番号についてはつけることが望ましい。
e.ユニフォームの色、選手番号の参加申込締切日以後の変更は認めない。
f.ユニフォームへの広告表示については（公財）日本サッカー協会「ユニ
フォーム規程」に基づき承認された場合のみこれを認める。
g.ストッキング（ソックス）の上にテープを巻く場合、そのテープ等の色
はストッキング（ソックス）の色と同じものに限る。
（７）試合時間
①試合時間は 90 分（前後半各 45 分）とする。
ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始まで）：原則 15 分
間
②リーグの順位を決定する方法
各リーグで、勝点の最も多いチームが優勝となる。勝点は、勝ち 3、引き
分け 1、負け 0。
勝点の合計が並んだ場合は、以下の順序にて決定する。
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③アディショナルタイムの表示：行う

（８）その他
①第４の審判員の任命：行う
②負傷者の対応：主審が認めた場合のみ、最大 2 名ピッチへの入場を許
可される。

１２．懲

罰：
（１）本リーグは懲罰規定上の同一競技会とみなし、リーグ終了時点で未
消化の出場停止処分は上位大会において順次消化する。ただし、警告の累
積による場合を除く。
（２）本リーグは（公財）日本サッカー協会「懲罰規程」に則り、リーグ
規律委員会を設ける。
（３）リーグ規律委員会の委員長は東北規律委員長とし、委員については
委員長が決定する。
（４）本リーグ期間中に警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場でき
ない。
（５）本リーグにおいて退場を命じられた選手は、自動的に次の１試合に
出場できず、それ以降の処置についてはリーグ規律委員会において決定す
る。
（６）本実施要項に記載事項にない懲罰に関する事項は、リーグ規律委員
会にて決定する。

１３．参 加 申 込：
（１）参加申込し得る人員は、チーム役員 6 名・選手 30 名を最大とする。
（２）参加チームは、参加申込書に必要事項を入力して、リーグ事務局に
提出する。
（３）申込期日は、2019 年 4 月 10 日（水）15 時までとする。
（４）プライバシーポリシー同意書も提出すること。
１４．参 加 料：60,000 円（2019 年 4 月 12 日までに、下記口座に振り込むこと。）
ゆうちょ銀行 記号：18100 番号：37077511
口座名：一般社団法人東北サッカー協会女子委員会
※依頼人名は、チーム名でお願い致します。

１５．交通・宿泊：全てチーム負担とする。

１６．傷 害 補 償：
（１）試合中の負傷、あるいは事故の処置は当該チームで行う。
（２）各チームは、各自の責任においてスポーツ傷害保険に加入すること。

１７．組み合わせ：南北リーグ事務局にて決定する。
但し、カード決定後に不都合が生じた場合は、リーグ事務局に連絡を行い、
当該チームにて協議し、日程と会場について、責任を持って対応する。そ
の場合、会場使用料は、当該チームにて対応する。

１８．代表者会議：2020 年２月に開催予定。

１９．上位大会へのシード：
南北それぞれの各 1 位は、皇后杯東北大会の出場権を得る。
但し、仙台大学（前年優勝チーム枠）と常盤木学園（CL 枠）は、既に東
北大会出場が決定しているため、南東北リーグは上記の 2 チームを除い
た最上位チームに、出場権を与える。
また、マイナビベガルタ仙台セカンドについては、このリーグでの東北大
会出場権はない。

２０．そ の 他：
（１）参加チームは、KICK OFF より出力した選手証・登録選手一覧表
を印刷したもの（カラー印刷が望ましい）を持参すること。但し、顔写真
がないものは不可。不携帯の選手は当該試合への出場を認めない。
またスマートフォンや PC 等の画面に表示したものを認めるが、会場の環
境によっては表示できない場合もあるので印刷したものが望ましい。
（２）マネージャーズミーティング：試合開始 70 分前に本部にて行う。
チームは、正副のユニフォームを準備すること。
（３）メンバー提出用紙：マネージャーズミーティング終了後、試合開始
60 分前までに、出場選手の選手証と共に本部へ 4 部提出する（ユニフォ
ームカラー記入のこと）。なお、メンバー表については、本部にて準備す
る。
（４）リーグ規定に違反し、その他不都合な行為のあった時は、そのチー
ムの出場を停止する。
（５）実施要項に規定されていない事項については、本リーグ主管協会に
おいて協議の上、決定する。

２１．問い合わせ先：
北東北女子サッカーリーグ事務局
八戸学院大学女子サッカー部監督 畑中 孝太
〒031-8566 青森県八戸市美保野 13-98
TEL 0178-30-1700 FAX
携帯

0178-30-1702

080-1192-1577

E-mail ：k-hatanaka@kg.hachinohe-u.ac.jp

南東北女子サッカーリーグ事務局
聖和学園高等学校女子サッカー部コーチ 佐々木 好人
〒984-0047 宮城県仙台市若林区木ノ下 3-4-1（薬師堂キャンパス）
TEL 022-257-7777 FAX
携帯

022-257-1484

080-1849-2754

E-mail ：sasaki.yoshito@seiwa.ac.jp

一般社団法人東北サッカー協会 女子委員会 委員長

木村 満

〒039-2241 青森県八戸市市川町字上大谷地 48-2
TEL 0178-52-3606

携帯

090-8893-2090

E-mail ：mitsuru-kimura.2006@docomo.ne.jp

一般社団法人宮城県サッカー協会 女子委員会 委員長 黒澤 尚
〒989-1693 宮城県柴田郡柴田町船岡南２丁目 2-18
TEL 0224-55-1805 FAX
携帯

0224-57-2769

090-4636-0135

E-mail ：tk-kurosawa@sendai-u.ac.jp

