2019 年度シニアサッカーリーグ （40 歳・50 歳）運営要項
第１条

この 運営要 綱は 2019 年度 （公財） 茨城県サッカー 協会 シ ニア委員会のリ ーグ運 営に つい
て定めたもので ある。

第２条

リー グを運 営するためにリ ーグ運 営委員会を設け 、次の 担当者を設ける 。
１．リー グ運営 責任者 （シニア 委員長 ）
２．リー グ運営 副責任者 （シニ ア副委 員長）
３．リーグ運営 委員(シ ニア委員)
４．チーム運営 委員（ 各チームより正 ・副２ 名選出する。）

第３条

業務 分担
リー グ運営 委員会は、 リー グ戦実 施に係る取りま とめ、 試合結果のとり まとめ 、記録の作
成・報告及びリ ーグ運 営要綱の改正等 の 業務 を円滑且つ適切 に処理 するために、各 担当者
の役割・責任等 を定め リーグ運営を実 施する 。

第４条

会

議

１．リーグ運営 委員会 の開催は、リー グ運営 責任者が招集す る。
２．リーグ運営 委員会 の運営、決定事 項に対 し意義がある場 合は、 シニア委員会に 審議を 要
請することがで きる。 この場合、 シニ ア委員 会の決定事項に 従わな ければならない 。
第５条

参加 チーム と参加資格
１．

参加チームは（ 公財） 日本サッカー協 会にシ ニア登録した茨 城県の チームにより構 成
する。

２．

選手は、前項の チーム に所属し、次の 参加資 格を有すること とする 。

３．

リ ーグの 構成及び参加資 格は、 次のとおりとす る
リーグの構成及 び参加 資格
リーグ編成

参加資格
1980 年（昭和 55 年）4 月１日以前生ま れの 2019 年度（公

O-40 リーグ

財）日本サッカ ー協会 への 選手登録が 完了し ているものに
限る。
1970 年（昭和 45 年）4 月１日以前生ま れの 2019 年度（公

O-50 リーグ

財）日本サッカ ー協会 への 選手登録が 完了し ているものに
限る。

第６条

新規 加盟
リー グ戦の 参加はリーグ戦 開始か らとし、年度途 中から の参加は認めな い。

第７条

組み 合わせ 及び日程
１．組み 合わせ は、リーグ戦の 始まる 前月 を目途に決 定する 。
２．リーグ日程 は、原 則 4 月から 10 月中旬迄 に全日程を終了 させる 。

第８条

リー グ戦方 式
リー グ戦の 方式については 、 次の とおりとする。
１．O-40 リーグ
・ 前期、後期総当 たり１ 回戦を行う。
・ 試合時間は 50 分（25 分ハーフ）、ハ ーフタ イムのインター バル は 5 分とする。
・ 自由な交替を適 用する 。（一度退いた 競技者 も再び出場がで き、何 回でも交代可能 とす
る。）但し、予 めシニ ア委員会に提出 し 認め られた、2019 第 10 回 茨城県シニアリ ーグメ
ンバー表兼登録 用紙に 記載されている 選手と する。
２．O-50 リー グ
・ 前期、後期総当 たり 1 回戦を行う。
・ 試合時間は 50 分（25 分ハーフ）、ハ ーフタ イムのインター バルは 5 分とする。
・ 自由な交替を適 用する 。（一度退いた 競技者 も再び出場がで き、何 回でも交代可能 とす
る。）但し、予 めシニ ア委員会に提出 し認め られた、 2019 第 10 回 茨城県シニアリ ーグメ
ンバー表兼登録 用紙に 記載されている 選手と する。

第９条

試合 結果は 勝ち点制とし、 次のと おりとする。
・ 勝利チーム：3 点
・ 引き分け

：1 点

・ 敗戦チーム：0 点
なお、チームが 試合前 日までに予告棄 権した 場合は、0－6 で敗戦処 理するものとす る。
なお、試合途中 におい て、選手の負傷 等によ り 7 名未満とな り、試 合が成立できな くな
った場合は、そ の時点 の得失点差又 は 0-6 の いずれか大きい 方とす る。
第 10 条

試 合球

１．試合 球は（ 公財）茨城県サ ッカー 協会シニア委員 会で準 備する。
２．O－40 の試 合球は（公財） 日本サ ッカー協会競技 規則に 準拠した、 5 号 球とす る。
３．O－50 の試 合球は（公財） 日本サ ッカー協会競技 規則に 準拠した、軽量 級 5 号 球（重量約
400g）とする。
第 11 条

眼鏡
プラス ティッ クあるいは類似 の素材 でできた最近の スポー ツメガネ以外は 使用で きない。

第 12 条

メ ンバー提 出用紙及び選手 証の提 出

１．試合 開始 30 分前に 2019 第 10 回茨 城県シニアリー グメン バー表兼登録用 紙 3 部 及び選手
証をリーグ運営 本部員 に提出する。
２．選手 証を持 参していない選 手の試 合出場は できな い。
第 13 条

懲罰

１．退場 を命じ られた選手は、 次の 1 試合を出場停止 とする 。それ以降の処 置につ いては、シ
ニア委員会規律 ・シニ ア委員会で決定 する。
２．未登 録選手 及び他チームの 登録選 手を試合起用し た場合 は、シニア委員 会規律 ・ シニア委
員会で処分を決 定する 。
３．累積 警告が 3 回となった選 手は、 次の 1 試合に出 場でき ない。

第 14 条

順 位の決定
リーグ戦 の結果 により、勝ち点 の多い 順番に順位をつ ける。 ただし、勝ち点 が同じ 場合
は次の順序に従 い決定 する。
１）ゴ ールデ ィファレンス（ 総得点 －総失点）が多 いチ ー ム
２）当 該チー ム対戦成績で勝 利した チームが上位
３）全試合の総 得点
４）前 項によ りなお同一 の場 合は、 シニア委員会で 抽選に より決定する。

第 15 条

義務
リー グ戦の 結果により、各 リーグ 戦の優勝チーム は関東 シニアサッカー 選手権 大会に出場
する義務を負う 。

第 16 条

表

彰

１．リー グ戦の 成績に基づき （ 財）茨 城県サッカー協 会シニ ア委員会より次 の表彰 を行う。
・ 1 位チ ーム

賞状及び 盾

・ 2 位チ ーム

賞状

・ 3 位チ ーム

賞状

２．優秀選手
リ ーグ戦 の 1 位チームの 中で最 も活躍した選手 １名に は 、（財）茨城 県サッ カー協会 シ
ニア委員会より 賞状、 盾を授与する。
３．得点 王
各 リーグ 戦において最も 得点し た選手に、 賞状 、メダ ルを授与する。
第 17 条

罰

則

１．以下 の事項 に該当する行為 が発生 した場合は、リ ーグ運 営委員会は 、処 分を決 定する。
１）試 合当日 の棄権
２）チ ーム審 判員の 不履行及 び遅刻
第 18 条

チ ーム運営 委員

１.チーム運営 委員は、 リーグ運営委員 の補佐 を行うとともに 次の事 項を行なう。
1)試合 開始前
・チームの準備 状況 (人 数他)について 点検し、 試合運営に支障 のない ことを確認する 。
・試合当日に登 録され た選手及び審判 員の資 格 (選手証等)に 問題の ないことを確認 する。
・ユニフォーム に問題 のないことを確 認する 。なお、同色及 び類似 色の場合は相手 チーム
及び審判と協議 し、変 更のある場合は 協議ま たは審判のコイ ントス により変更させ る。
・第一試合のチ ームお いては、グラン ド準備 の指示をチーム 内に徹 底し実施させる 。
2)試合中
・当該チームの 得点者 、警告者、退場 者を確 認する。
・当該チームの ベンチ 及び応援席を注 視し、 試合進行に支障 がある ときは必要な注 意等を
実施する。
3)試合終了後
・本部で作成し た試合 結果報告書 の内 容を確 認しサインする 。
・ベンチ及び更 衣場所 のゴミ等の処分 が適切 に行われている ことを 確認する。
・最終試合のチ ームに ついては、グラ ンド片 付けの指示をチ ーム内 に徹底し実施さ せる。

第 19 条

補

則

１．審判 員の養 成
チー ムは最 低 3 名以上の有 資格審 判員 (帯同審判 員含む)を有すること。 また、 リーグ戦に
おける審判のト ラブル を出来る限り少 なくす るため、 有資格 審判員 ３名で運営する ものと
する。また、チ ームは 有資格審判員の 育成を 積極的に行うこ と。
２．GK の不測の 交替時の対応（ ユニフ ォームの取り扱 いにつ いて）
GK が 反 則 退 場 又 は 負 傷 退 場 し た 場 合 で 、 登 録 さ れ た 選 手 に Ｇ Ｋ が い な い 場 合 、 登 録 の 選
手に限り GK と してプ レーすることが 出来る 。この場合、そ れまで の GK のユニフ ォーム を
使用することが 出来る 。
３．トラ ブル及 び運営面での疑 問点
リー グ戦で のトラブ ル及び 運営面 での疑問点等が 生じた ときは、 リーグ 運営責 任者へ問い
合わせをするこ と。
４．試合 の棄権 について
棄権 試合を 繰り返し行なっ たチー ムは、次年度の リーグ 戦の参加を自粛 させる ことがある。
（付

則）
１．この 要項は 、2019 年 4 月 １日より 施行する。

