
　
1　競技規則 日本協会の規定（2012/6/21更新分）による 15順位決定方法 ①勝ち点　　②得失点 ③当該同士の勝敗
2　試合時間 70分（35-5-35） ④総得点 ⑤総失点 ⑥勝試合数
3　リーグ方法 1回戦総当り 以上の順でも決まらない時はコイントスもしくは抽選で決定する
4　試合成立人数 試合開始５分前で9名とする。（成立か否かは主審が決める）
5　登録 満15歳以上とし、年度内のチーム移籍は認めない 16審判 無資格者は原則として審判は出来ません。
6　交代 登録選手の最大12人迄の交代を認める 主審は日本協会4級以上とするが、万が一やむを得ない場合は
7　メンバー表 指定用紙をコピーして使い試合開始15分前迄に相手と管理に提出する 市認定者及び無資格者でも行なってもらうが、無資格者の場合
8　背番号 メンバー表に記された番号を付け、テープは不可とする ￥5000の罰金とする。審判をいずれかが行えば、規程12の①は
9　中止 雨天は原則実施とするが中止の場合は7：00に決定する 加算されない。
10 警告と退場 警告は3枚で1試合出場停止とし、退場は通常1試合とし内容により　

数試合になることもある。（警告累積は大会等関係なく年間の通算とする） 17年度の失格について 当年度に失格処分となった場合、原則として次年度の登録を
11 暴力行為等 暴力行為は6ヶ月以上の出場停止とし、侮辱的行為や不正行為も 一切認めない。失格処分（チーム、個人共に）理由によっては、

含め実行委員会で処分を決定する。チームに￥20,000の罰金とする 実行委員会で認める場合がある。よって代表者は必ず理由を
12 罰則規定 ①試合や審判を年3回キャンセルした場合は以降失格とする（会費は没収） 申し出て実行委員会に諮るよう届出をする事とする。

②メンバー表と２個の試合球提出は15分前とする（提出は時間厳守）
③規定外のメンバー表は試合は行うが不戦敗とする 18　その他規定 （1）当日ユニフォームが無くても９人以上なら試合を行う（練習試合）

④グランド準備を怠ったり30分前に終わらない場合は罰金とする （2）キャンセルチームについては違反金が生じる（規定１３参照）
⑤割り当て審判を怠ったり遅刻（開始15分前）の場合は罰金とする （3）不戦勝は5-0とする
以上②～⑤については罰金￥10,000とする （4）練習試合でも審判は予定通り行う
⑥審判員の用具不備や無資格者が行った場合は罰金￥5,000とする （5）ユニフォームは主審が許可しない場合は認めないものとする
  審判服は黒を着用し紛らわしい物は認めない。 （6）装身具（ミサンガ等）プレーに不必要なものは一切認めない
審判服：上下の服、ソックス　用具：笛、旗、ワッペン、手帳か証明証 （7）試合や審判の割り当てを連絡無く怠った場合後日実行委員会

　にて厳重な処分を行う。（失格もあるので十分注意されたい）
13 キャンセル規定 （1）1週間前に試合をキャンセルした場合は相手チームと実行委員会に　 （8）その他は23年度申し合わせににより規定される。
(不戦敗を含む） 　  それぞれ￥10000の罰金とするが練習試合が成立すればチームへの （9）ストッキングの外部にテープまたは同様な材質のものを着用

　 罰金は発生しない。練習試合は他のチームに依頼するかあるいは 　する場合、ストッキングと同じ色でなければならない。

　 自チームや他のチームのメンバー（市内登録者に限る）も含め9名であれば
　 成立とする。他のチームの者はチーム名を必ず明記すること
（2）1週間を切ってキャンセルの場合は相手チームと実行委員会に
　 合計￥30,000の罰金とする。練習試合成立の場合はチームへの
　 罰金は発生しない。成立内容は（1）に準ずる（当日失格も同様に扱う）

＊相手がいない場合は事務局へ相談して下さい。 　秦野市サッカー協会社会人リーグ実行委員会名簿
（3）キャンセルの時相手チームが準備に当たっている場合、キャンセル側が

　  責任もって準備する 実行委員長 古屋忍 （規律委員兼務）

（4）キャンセルの時自チーム及び相手チームが審判に当たった時は 事務局 鈴木孝一郎 （規律委員兼務）

     キャンセル側が責任を持って相手チーム分も行う。 実行委員 荒井祐介 （規律委員兼務）

*試合をキャンセルして練習試合の相手を見つけた場合は、（3）（4） HP担当 古屋忍 （規律委員兼務）

　については当初の予定通り、割り当てされたチームが行なう。

14リーグの統轄 (1)このリーグは秦野市サッカー協会が統轄し実行委員会が管理、運営を行う。
(2)このリーグの諸問題の最高決定機関を社会人実行委員会としメンバーは秦野市
 サッカー協会より委託された者とする。月１回の会議を開き円滑なリーグの運営を行う。
（3）リーグの最高責任者は実行委員長とし運営は事務局が責任を持って統轄する。
（4）規律委員は実行委員会が兼任する。試合でおきたルール上の問題行動についての処分等を決定する。

2016年度秦野市社会人リーグ規定（平成2015年3月22日より）



2016年度秦野市社会人リーグ申し合わせ事項

1.片づけに関する手順 12.テクニカルエリアについて
最終試合後は駐車場も含め両チーム全員でゴミを拾う事。これを怠たった場合は テクニカルエリア内には登録選手と関係者3名以外入らないものとし、部外者は

両チームを失格とし管理者は罰金￥２０,０００とする。拾ったゴミや倉庫にある石 テクニカルエリア側のグランド内には入れないものとする。登録選手以外の者が

灰の袋などは最終試合の両チームで持ち帰る。今年度も、より厳格に対処する 入る場合は必ずメンバー用紙に氏名を記入する事。

2.タバコ/飲酒について 尚、中央審判待機場所は関係者以外入らない事。

全グランド駐車場も含め禁煙・禁酒 13.名前の詐称について
違反の場合は罰金￥２０,０００とする。（大根公園は喫煙所のみ可とする） 　　　登録選手や審判員を偽って試合を行ったり審判をした場合は失格処分とする。

3.チームの不祥事について 　　　審判手帳を他の者から借りた場合、これに含む審判員については管理者も

取り決めを破りリーグ運営や加盟各チームに多大な迷惑を掛けた場合、 必ず写真を確認する事。写真の無い手帳は無資格として取り扱う。（主審も同様）とする

罰金￥２０,０００の他、チームと個人に対し厳重な処分を実行委員会にて決定する。 14.試合中の判定に対する質問について
4.審判について 審判は簡単な対応を行っても良いが、選手の態度が攻撃的であったり、

主審は有資格者のみ行える。有資格者の主審が都合がつかない場合は、 審判を尊重する態度が見られない場合、一切受け応えなくてよい。

水曜日までに事務局へ代替を要請する。その場合\５,０００の審判料を支払う。 選手が審判に応じてもらえなく不服がある場合、代表者を介し質問をする事。

無資格者が行った場合は￥５,０００の反則金とする。チームの割当については 15.試合終了後のカードの提示について
チーム外の者が代替を行うことは基本的に不可とする。 試合終了後とは試合記録用紙にサインを代表者がした時点を持って試合終了とする。

副審は市認定を含む有資格者が行う。当日審判証明証を必ず管理者に提出の事。 その他新ルールについての詳細は審判研修会の時に説明する。

新規チームについては7月31日までは例外とする。（FリーグはFリーグ規定に順ずる） 16.大根公園の使用について
5.事務局への連絡、問い合わせについて 8：30からの開場のため第1試合を9:30からとする。スプリンクラーで水撒きをするので

代表者からの連絡を基本とする。問い合わせや意見、確認などは 準備の方は注意し、時間も短いので協力下さい。9：00迄はボールの使用は

チームでまとめ、代表者以外からの連絡は受付けない。 一切禁止となっています。グランド内の喫煙も禁止です。ゴミの片づけや、

6.試合中の暴力について 最終の試合後のグランド整備など、他のグランド同様に定められた規則を遵守し、

選手、審判に対し暴力を振った場合は、当事者を6ヶ月以上の出場停止処分とし、 今後の使用に影響がないように協力下さい。違反した場合は失格も含め厳重な

チームに罰金￥２０,０００を科す。いかなる場合も暴力は許されない。 処分を行うので十分注意して下さい。尚、グランド内で食べたりする事も出来ません。

（砂をかけたり、物を投げた場合も含む） （駐車場が狭いので各チーム乗り合いで来場するようお願します。）

7.ボール 17.試合中の事故・怪我について
試合ボールは良い状態の物を2個用意する。（空気圧0.8以上1.1以下で使用回数5試合以下が目安） 契約書の通り、各チームで処理し、委員会は基本的に関知しない。

主審は状態の悪いものを許可してはならない。 18.ユニフォーム類について
8.ボトル 同系色の場合はコイントスをして負けたチームが2NDジャージを着用する。

試合中アウトオブプレー中にタッチライン上のみで飲水が出来る。 管理者はコイントスに関係なく、,両チームが2着用意しているか必ず確認し、持って

ベンチから手渡しは禁止。予め用意しておく事。 いない場合\10,000の罰金とし、試合も不戦敗とする。ユニフォームのない者は

9.試合前準備 当日登録出来ない。アンダーシャツはユニフォームの袖の色と同色とする。

メンバー表と試合球2個の提出時間は原則３０分前とし、15分前を超えて提出が無い場合 チームで統一していれば同色外でも可とする。スパッツは、プレー中に異なる色が

\10,000の罰金とする。罰金の場合は試合管理者により通告する。 頻繁に見えた場合は使用を許可されない場合もある。

10.公式戦の定義 タイツは青か黒に限るチーム内の色の統一は不要。同系色の最終判断は主審とする。

公式戦とは社会人リーグより発表された全日程を指す。順位決定戦や敗者戦、交流戦も含む。 ストッキングはテープまたは同様な材質のものを外部に着用する場合、着用する部分の

但し、交流戦については登録外選手の出場も認める。 ストッキングの色と同じものでなければならない。

11.判定に対する不服の申し立てについて 19.試合前の練習
基本的に文書で代表者が事務局へ行う。連絡は当日中に行い、当日以外は受付けない。 第一試合前はグランド内での練習は禁止とする。ハーフタイムのみ許可する

文書には以下を明記する事（1.審判名　2.申立詳細内容　3.試合日時　4.対戦相手） ゴール裏で練習とミーティングは一切禁止する。

※代表者以外からの申立は一切受付ない。 尚本部側（ベンチ側でのミーティング）も禁止。

明らかに審判のミスが試合結果に影響したと実行委員会が判断した場合のみ、 基本的にはそこ以外の場所で行って下さい。

再試合を行う。



秦野市社会人リーグ運営要項 （2016年度）

1　運営委員　　 各チーム運営委員１名がなる 2　期間　 2016年３月より2017年２月まで

3   運営費 ①　年登録金 ¥15,000 ④　リーグ運営費 ¥73,000
②　個人登録金 ¥1,000 ⑤　トーナメント費 ¥20,000 （市長杯、会長杯）
③　運営基金 ¥5,000 ⑥　選抜支援金 ¥3,500

⑦　 ホームページ維持費  ￥4,500

その他　新規加盟料　￥30,000（新規加盟時のみ）

4　追加登録 事務局より承認されて最新のメンバー表が手元に届いた 5　ユニフォーム　 2色を必ず持参する。当日用意していない場合不
時点で出場出来る。（登録費は後日精算）追加は所定の 戦敗とし罰金￥10000とする。試合前に必ず相手と
用紙で登録申請すること ユニフォームの調整をしてからメンバー表を出す事

6　昇降格 原則上位,下位２チームを入れ替えるが、トーナメント戦において 7　事故について　 各チームで処理する（駐車場内も）
いずれか１度ベスト４以上に入り、リーグ２位以内 に入ったチーム 協会は一切の責任を負わないものとする
については２階級特進とする。入れ替え戦は新規加盟チーム数

等を考慮し実行委員会で実施か否かを決定する（例外もありうる）

8　日程 各チームには１ヶ月前までに翌３ヶ月分の予定を送付する

予定送付後のキャンセルは不可とする。月２回は試合を行

うようチームで調整の事（県リーグ参加チームなど）

右予定を参照のこと（月５週の場合は３回試合を行なう）

9　表彰 各リーグ、カップ戦は3位まで　チャンピオンシップは1位のみ　　

10 審判 （1）審判は事務局の割り当てにより協会派遣審判員とチーム帯同審判員にて行う。数試合主審も帯同審判員にて行う。
　　 審判費は派遣審判員は別途規定による。帯同審判は手当て無しとする。
     審判登録は８名とし内３名は日本協会認定者とし他は市認定者でも可とする。主審は日本協会４級以上３名を含む４名の有資格者
（2）割り当て審判が来なかった場合は管理者が代替を行い、それでも足りない場合は試合チームにて審判を出し試合を消化する
　　 この場合、審判服は問わないが管理者は審判服等準備する。（無い場合は罰則の対象となる）

11 試合球 試合球は持ち寄りとする（試合にふさわしいものを用意すること）
＊試合中ボールが遠方へ出た場合は出したチームが必ずとりにいくこと

￥121,000+個人登録費



１２年間予定 2016年度市リーグ 4月　開幕 (　堀山下Ｇ　大根公園） 運営会議日程 場所は本町公民館予定
2016年度市長杯 ３月20日開幕 (　堀山下Ｇ　大根公園）

2016年度会長杯 ９月開幕予定 (　堀山下Ｇ　大根公園） 会議は原則５月・８月・１１月２月（年度最終）の
チャンピオンシップ ２月予定 (　堀山下Ｇ　大根公園） ５回実施する。通知は２週間前までに各チーム
入れ替え戦 ２月予定 代表者へ通知する。
表彰式 ３月初旬 表彰式 2017年3月初旬日程未定

審判研修会予定 実施するが日については検討中 新規加盟受付け

審判実技研修会 実施するが日については検討中 17年度脱退届け

2016年度登録 2016年２月10日までに来期登録者をメンバー用紙にて申請（16年度登録票も郵送で提出）
2016年度運営費 2016年２月２５日～３月10日までに指定口座に納付する（領収書は３月会議時に渡します）

2016年度登録審判 2016年7月に8名の登録調査をするのでそれまでに、市認定審判も含め8名を確保して
おくこと。調査の段階で8名に満たない場合は失格処分とする。

＊2016年度会費振込先 平塚信用金庫　東海大学駅前支店　普通口座0284682

　　　 名義・秦野市社会人リーグ事務局　代表　鈴木孝一郎
（3月7日より３月15日までに納入下さい。連絡も無く振り込みの無い場合は、登録を抹消します。振り込み以外は不可ですので宜しく御願い致します。）

表彰式 2017年3月 万葉の湯秦野　　運営会議　16：30　　表彰式18：00

１3　　フレンドリーリーグ （トーナメントは不参加でも各大会に協力金￥5000を払う）
①　年登録金 ¥15,000
②　個人登録金 ¥1,000
③　運営基金 ¥5,000
④　リーグ運営費 ¥53,000
⑤　トーナメント費 ¥10,000

⑥　選抜支援金 ¥3,500 規定 ＊試合は試合開始時7名で成立する。

⑦   ホームページ維持費   ￥4,500 ＊Fリーグの審判のみ無資格でも可とする。一部Rリーグの審判を行ってもらう。（有資格者）

＊メンバー登録はの市リーグ他チームとの重複も可能とする。

合計 　￥92,000+個人登録費 　その他は秦野市社会人リーグ規定に準ずる（会議･作業・研修会も要参加とする）

＊４部チームはFリーグとの対戦時のみFリーグ規定で行うものとするが、登録の重複は

　許可されない。審判員はFリーグの担当のみ無資格でもよい

１２月1日～３月３１日まで

2016年12月10日まで



この用紙は試合当該チームと審判員は必ず持参する

① メンバー表とボールの提出について １５分前までがリミットそれ以後は不戦敗扱いとする。既定の人数であれば試合は行い罰則適用は無い

ボールは２個必ず０．８以上1.1以下に合わせて出すこと。各チームはポンプを必ず持参する事。

（不戦敗の場合担当の管理者は記録用紙に不戦敗と記入し結果は5-0とする）

② 割り当て審判が来なかった場合 　その代替えは管理者が行い足りなければ当該試合のチームより、審判を出し、原則試合を成立させる。

（チーム帯同も含む） 　代替え者には審判費を支給する。（会議時に精算する）

運営要項の10を抜粋 ＊割り当て審判を怠ると多くの人に迷惑を掛けてしまいます。割り当て審判を必ず遵守して下さい。

③ 試合中の服装について
同系色はコイントスで負けたら2NDとする。２NDがないと￥10000の罰則金となる。

（1）・（2）を守らない場合 （1）アンダーシャツは袖と同色か、チームで統一してあれば同色外でも可能とする。
管理者は出場を認めてはいけない （2）ショーツの下のタイツは青か黒のみとする

（3）ストッキングはテープまたは同様な材質のものを外部に着用する場合、ストッキングの色と同じものとする
＊管理者が許可しない場合は試合に出場できない。

④ その他 当日の試合当事者と担当審判等試合にかかわるすべての人は、必ず実施要項と
フェアプレーの遵守 申し合わせ事項の両方を持参し、問題が起きた場合はこれに照らし合わせて判断

し運営を行っていく事。代表者のみでなく全選手に実施要項と申し合わせの配布を
各チームで実施して下さい。

著しくフェアプレーを逸脱していると判断した場合は厳重に処分する。警告３回で１試合以上の停止
退場処分を受けた場合は内容に関係なく1試合の停止とし、内容いかんではそれ以上の停止処分
とする。尚シーズンで２回の退場処分を受けた場合、以後の全試合出場停止処分とする。
そのほか1試合で5回を超えて警告を受けたチームについては、規律委員会にてその内容を精査し
著しくフェアプレーを逸脱していると判断した場合は、チームとして1試合の試合停止処分とする

今期より試合開始前に代表者による試合前打ち合わせを毎回実施し、この事項の確認を行ってから試合を開始します。
打ち合わせにはこの申し合わせ事項を必ず持参し、管理者と３者で確認を行って下さい。（１５分前に開始します。）
従ってこの打ち合わせ時にメンバー表やボールを持参しないと不戦敗扱いとなります。


