岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ2012 実施要項
１．大会名称

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ2012

２．主 催

財団法人 岡山県サッカー協会

３．主 管

岡山県フットサル連盟・岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ実施委員会

４．協 賛

（株）栄光スポーツ・（株）モルテン

５．大会期間

平成２４年９月～平成２５年２月

６．日 程

９月３０日（日）
１０月２７日（土）
１１月１７日（土）
１２月２２日（土）
１月１２日（土）
２月１１日（月）

７．チーム

U-15とU-14の２つのカテゴリーで実施する。U-14リーグの上位チームは，
来年度の全日本ユース(U-15)フットサル大会岡山県予選のシードとする。

８．チーム資格

９．選手資格

六番川水の公園体育館
備前市総合運動公園体育館
備前市総合運動公園体育館
備前市総合運動公園体育館
六番川水の公園体育館
岡山ドーム（Fairplay Cup）

○チームは以下の条件をすべて満たしていることとする。
1) 岡山県内に所在地を有すること。
2) 以下の条件を満たした５名以上の選手で構成されていること。
a) 平成２４年度（財）日本サッカー協会フットサル個人登録及びフ
ットサル大会登録を行った，１５歳未満（ただし中学校在学中の
選手にはこの年齢制限を適用しない）の選手により構成されたチ
ームであること。
3) 1名以上のフットサル審判資格（４級以上）を有すること。
4) 一般的なマナーと常識を遵守できるチームであること。
○選手は以下の条件をすべて満たしていることとする。
1) （財）日本サッカー協会フットサル個人登録を済ませていること。
2) （財）日本サッカー協会登録票及び加盟申込書に必要事項を記入
し一部ずつ提出すること。
3) 当該チーム以外のチームに登録されていないこと（２重登録の禁止）。
4) 保護者の同意を得ていること。
○選手の追加登録（試合当日）
上記選手資格1)、3)および4)の条件を満たしていれば、試合当日の会場に
て（財）日本サッカー協会登録票に追加選手分を記入の上、会場責任者に
提出すれば、追加登録選手を試合に出場させることができるものとする。

１０．競技規則

平成２４年度（財）日本サッカー協会フットサル競技規則に基づく。

１１．試合時間

○試合時間は以下の通りとする。
・ 前半10分、後半10分（ハーフタイム3分）※プレイングタイム
・ 同点の場合は引き分けとし，延長戦およびＰＫ戦は行わない。

１２．ユニフォーム

○試合時に着用するユニフォームの規定は，原則として以下の通りとする。
1) ユニフォームは正のほかに副として正と色彩が異なり班別しやすい
ものを各試合に必ず携行すること。
2) 選手番号については１から99までの整数とし、０は認めない。
3) 審判との識別を容易にするため、ユニフォームの色は，原則とし
て黒または濃紺以外とする。
※（財）日本サッカー協会ユニフォーム規定による。
4) すね当ては必ず着用しなければならない。
○試合時に着用するシューズの規定は、以下の通りとする
1) フットサルシューズまたは体育館シューズを原則とする。
2) 靴底の接地面が飴色または白色は可とし，それ以外の色のもの
（一部分でも）は不可とする。
3) いわゆるトレーニングシューズ（靴底にポイントがあるもの）は，
靴底が飴色または白色であっても不可とする。
※上記に違反する者は試合に出場することができないものとする。

１３．選手数

○選手数は以下の通りとする。
1) ベンチ入りできる選手数は12名（交代要員7名），役員4名までとする。
2) 試合開始時に３名未満の場合は棄権扱いとする。

１４．警告・退場の措置

○累積警告２回で次の１試合を出場停止とする。
○退場措置を受けた選手の扱いは以下のとおりとする。
審判により退場措置を受けた選手は，自動的に次の試合を出場停止とし，
以降の試合については，岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ実施委員会
で協議し決定する。

１５．棄権の扱い

１６．順位の決定

１７．審判及びオフィシャル

○チームが予定されていた試合を棄権した場合の扱いは以下の通りとす
る。
1) 棄権試合の戦績は，10-0 とし，勝点3を相手チームに与える。
2) 棄権を２回重ねたチームはリーグ戦より除名し，以後の試合は行
わない。またその戦績は抹消する。
3) 除名されたチームが次年度のリーグ戦への申し込みを行った場合，
その扱いは岡山県ユース(U-15)フットサル実施委員会で協議し決定
する。
○勝点については以下のとおりとする。
勝ち = 3点 引き分け = 1点 負け = 0点
○順位は以下の順に決定する。
（１）勝点 → （２）得失点差 → （３）総得点 → （４）抽選
○各グループ１・２位は上記の方法で決定する。３位チームの中でチャン
ピオンシップに進出するチームは，（１）勝点率 → （２）得失点差
→ （３）総得点率 → （４）抽選で決定する。
○審判及びオフィシャルの選出及び実施については，以下の通りとする
1) 全て岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ実施委員会でチーム指名
する。
2) 各チームとも，自チームの試合の前後いずれかに指定される試合に，
審判及びオフィシャルを１名ずつ選任し当該試合の任に当たらせる
ものとする（相互審判制度）。
3) 各チームとも審判に選任された者は，担当する試合の１０分前まで
に会場責任者に申し出を行い，その指示に従うものとする。
4) 指名された審判及びオフィシャルを実施しなかった場合は，勝点の
剥奪および次年度の登録を認めない場合もある。
5) 審判については，無資格の者がその任に当たることはできない。

１８．会場責任者及び当番

会場責任者については，全試合とも岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ
実施委員会の委員がこれに当たるが，当該チームは１名ずつ当番として届
け出て，会場責任者の指示に従い，これを補助しなければならない。なお，
最初の試合のチームは備品設置等の試合の準備を，最後の試合のチームは
後かたづけ及び清掃等を行うこととする。

１９．器物の破損及び負傷

試合中，練習中を問わず場内外の器物破損が発生した場合は，当該チーム
において弁済するものとする。また，場内外での負傷発生の処置は当該チ
ームが行い、岡山県フットサル連盟は一切の責任を負わない。

２０．運営会議

２１．リーグ戦の日程調整
２２．戦績表

年２回の運営会議を実施する。なお，運営会議の日程及び会場は，別途連
絡するものとする。
リーグ戦の日程作成にあたっては、２ヶ月先の日程の調整願を提出する事
ができる。なお、提出先は会場責任者とし，以降の変更は認めない。ただ
し，日程調整依頼は原則として２回までとする。
リーグ戦の戦績については，「FUTSAL岡山」（http://futsal-okayama.mods.
jp/）ホームページで掲示する。
○加盟料は以下の通りとし，リーグ戦開始までに前納することとする。

２３．加盟料

・ 加盟料 10,000円
1) 岡山県フットサル連盟加盟料 1,000円
2) 日本サッカー協会登録料
1,000円
3) 岡山県サッカー協会登録料
1,000円
4) フットサルリーグ運営費
7,000円
※棄権等により除名になった場合でも返金は行わない。

２４．試合会場

２５．付 則

○試合会場は以下の通りとする。
・備前市総合運動公園体育館
備前市久々井747
℡0869-63-3811
・六番川水の公園体育館
岡山市東区升田614-64
℡086-948-4515
・岡山ドーム
〒700-0962 岡山市北区北長瀬表町1-1-1
℡086-805-8883
1) 岡山県ユース(U-15)フットサルリーグに加盟するにあたり，できる限
りスポーツ安全協会損害保険等の保険に，チームとして加入すること。
2) 試合会場での飲食については，必ず所定の場所で行うこと。遵守でき
ないチームは除名する。
3) 上記以外の不測の事項については，岡山県フットサル連盟で協議し，
決定する。

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ2012 開幕までのスケジュール
加盟申込期限
9／14

※岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ加盟申込書に必要事項を記入し，実施委員会事務局
まで郵便またはメールで送付のこと。
申込先

運営会議
までに

〒703-8232 岡山市中区関２４２－１５

村上一男 宛

フットサル個人登録
※選手証を準備できるように，早めにフットサル個人登録を行うこと。
運営会議（加盟料納付・関係書類配布） 大会登録票・プライバシーポリシー同意書提出

9／22
１７：００～ 岡山市立岡輝中学校会議室
9／30

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ開幕

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ2012に関する問い合わせ先

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ実施委員会事務局
〒703-8232 岡山市中区関242-15
TEL 090-1332-5603
E-mail：futsal_u15@hotmail.com

村 上 一 男

FAX 086-278-7838

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ2012 加盟手順
１）実施要項の確認を
お願いいたします

加盟を希望するチームは，2012年度実施要項を十分にご確認願います。
>>岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ2010実施要項（P.１～３）

２）加盟申込を行います

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ加盟申込書に必要事項を記入し，岡
山県ユース(U-15)フットサルリーグ実施委員会事務局まで郵便または
メールで送付してくださ
い。
申込期限 ９月１４日（金）必着
申込先

〒703-8232 岡山市中区関２４２－１５

村上一男 宛

>>岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ加盟申込書（P.６）
※リーグ戦の日程や審判講習会の日程等のリーグ戦に関するご案内は，加
盟申込み時にご登録いただいたメールアドレス宛にご案内させていただき
ます。

３）フットサル個人登録を
行います

試合に出場するためには出場する選手全員がＪＦＡフットサル個人登録
の手続きを済ませておかなければなりません。
※ＪＦＡフットサル個人登録についてはこちらを参照して下さい
>>http://www.jfa.jp/jfatop/kickoff.html
チーム全員の選手証が揃ったら，2012年度フットサル大会登録を行います。
>>大会登録票（巻末）
※全選手分の選手登録が完了した時点で大会登録票に記入してください。

４）大会登録を行います

※大会登録票とあわせて，「プライバシーポリシー同意書」も記入してく
ださい。
>>プライバシーポリシー同意書（P.７）
※受付完了後に新規で選手を追加登録する場合は、追加選手分の「大会登
録」を行ってください。

５）運営会議に参加を
お願いいたします

９月２２日（土）１７：００より，岡山市立岡輝中学校会議室において
運営会議を行います。
運営会議において，リーグの日程や運営について話し合いますので必ず参
加してください。

６）加盟料の支払および
大会登録票・
プライバシーポリシー
同意書の提出をお願い
いたします

運営会議で加盟料の支払をお願いいたします。
加盟料 10,000円
【加盟料内訳】
1) 岡山県フットサル連盟加盟料 1,000円
2) 日本サッカー協会登録料
1,000円
3) 岡山県サッカー協会登録料
1,000円
4) フットサルリーグ運営費
7,000円
（会場使用料・連絡費・会議費等）
大会登録票・プライバシーポリシー同意書の提出をお願いいたします。

７）加盟手続き完了

上記，1)～6)までの手続きが全て完了したチームは加盟手続き完了となり，
９月から始まるリーグ戦に参加できます。

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ加盟申込書

チーム名
代表者名

印

岡山県ユース(U-15)フットサルリーグに申し込みます。

フリガナ

チーム名

カテゴリー

Ｕ－１５

・

Ｕ－１４

いずれかに○印を付ける

フリガナ
代 表 者
氏

名
（〒

住

所

）

岡山県

TEL
連 絡 先

FAX
携帯

E-mail

氏名
帯同審判員

申込期限：平成２４年９月１４日（金）17:00

（

）級

プライバシーポリシー同意書
財団法人 岡山県サッカー協会
岡山県フットサル連盟

今回，（財）岡山県サッカー協会の主催する「岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ2012」におい
て，参加チームから提出される加盟申込書及び大会登録票に記載されている個人情報について，（財）
岡山県サッカー協会，岡山県フットサル連盟は以下の目的において使用いたします。
また，下記の目的以外には使用しないことを徹底し，厳正なる管理の下に保管いたします。

－加盟申込書及びフットサル大会登録票で取得する個人情報－
① チーム代表者

氏名
生年月日
住所
電話
ＦＡＸ
携帯
勤務先電話
勤務先電話
メールアドレス

② 監督

氏名
生年月日
③ チーム連絡担当者
④ 選手

氏名
住所

氏名
性別
生年月日
登録番号

－使用目的－
・プログラム・発行物への掲載
・プログラム・発行物掲出のための広告代理店・印刷業者への提供
・公式記録への記載
・報道関係への大会情報の提供
・選手名板作成・事務連絡のための主管サッカー協会への提供
・フットサル岡山ホームページへの掲載

記入日：

年

月

日

大会名：岡山県ユース(U-15)フットサルリーグ2012
標記大会において，（財）岡山県サッカー協会，岡山県フットサル連盟が，上記目的に加盟申込書及びフット
サル大会登録票の情報を使用することについて，記載されているすべてのスタッフ・選手（保護者（親権者）の
すべて）の意思を確認した上で，これらを上記目的で使用することに同意します。

チーム名：
代表者名：

印

