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2008年度 第27回 神奈川県女子サッカーリーグ 要項（抜粋）

１．主 旨 神奈川県の女子サッカーの強化と普及を図り、あわせて新生女子サッカーチームの

育成・定着を目指す。

２．名 称 2008年度 第27回 神奈川県女子サッカーリーグ

３．主 催 (社)神奈川県サッカー協会

(社)神奈川県サッカー協会 女子委員会

４．主 管 (社)神奈川県サッカー協会 女子委員会

神奈川県女子サッカーリーグ事業担当

５．期 間 2008年4月 ～ 2008年 12月 末日

６．会 場 神奈川県立体育センター 他

７．参加資格 (1) チーム： 2008年度(社)神奈川県サッカー協会を通して(財)日本サッカー協会

に加盟登録されている単独チームであること。

(2) 選 手： 2008年度に神奈川県サッカー協会を通して(財)日本サッカー協会に

（１）のチームに 登録された中学生以上の女子の選手であること。

(3) 外国籍選手：５名登録できるが、試合出場は１試合を通して３名までとする。

ただし、学校教育法に定める学校の単独チームの登録人数は制限し

ないが、試合出場は１試合を通じて３名までとする。

(4) 登録選手証：試合会場に(財)日本サッカー協会の選手証(写真貼付)を携行しない

選手は、試合に出場できない。

(5) 参加資格に違反、その他不都合な行為のあったときは、当該チームの出場を停止

とする。

(6) 参加選手は、各自、スポーツ傷害保険に加入済みのこと。

８. ユニフォーム (1) ユニフォームの広告を認める。

ただし、(財)日本サッカー協会ユニフォーム広告規定を遵守し、神奈川県サッカー協

会を通して(財)日本サッカー協会の承認を得たものに限る。

(2) ＦＰおよびＧＫのユニフォームは必ず異色のもの２組を登録し、 会場に携行す

ること。シャツの色は、審判が通常着用する黒色と明確に判別しうるものでな

ければならない。

(3) アンダーシャツ／ショーツ・タイツは着用するユニフォームのシャツの袖／ショ

ーツの主たる色と同色のものでなければならない。ＧＫのトラウザ－も同様で

ある。

(4) ショーツにも背番号と同じ番号を付けることが望ましい。

(5) 参加申込書送付以降の変更は認めない。なお、 背番号の変更も認めない。

９．参加チーム １部（８チーム） 大和シルフィード９８ 横須賀シーガルズＪＯＹ

ＨＦＣレディース ＦＣ小坂エルオンセ

川崎ウィングスＦＣ 相模原サッカークラブ

横須賀シーガルズＭＥＧ 大和シルフィード０２

２部（７チーム) ミキサッカークラブ 横須賀シーガルズレディース

ＦＣすすき野レディース ウィザスフットボールクラブ

湘南ＦＣエンゼル 横須賀少女ガリーニャ

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.コスモス

３部（７チーム） 天台フットボールクラブ 大和シルフィード０４

Ｃｌｅｖｅｒ Ｚｏｏ ＦＣ川崎

都筑ＦＣムース 座間ＦＩＲＥレディース

ＦＣフロンティア
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10．複数チームの参加 日本協会への１登録チームから複数チームの参加は認めない。

11．競技方法 (1) 各部リーグは、１回総当たりのリーグ戦で順位を決める。

(2) 試合時間： 各部リーグとも７０分とし、ハーフタイムのインターバルは１０分と

する。

(3) 各部リーグでの順位の決定： 各試合の勝ちチームに３点、引き分けチームには各

１点、負けチームには０点、棄権チームには－１点（得点は０－３と

する）の勝点が与えられ、勝点の多い順に順位を決定する。

ただし勝点の合計が同じ場合は、次の順により決定する。

①ゴールディファレンスの大きいチームが上位

②総得点の多いチームが上位

③当該チームの対戦成績

以上の全てが同じ場合は同順位とするが、１、２部リーグにおいては、

１位と２位、６位と７位、７位と８位の各々が全て同じ場合は順位決定

戦を行う。

３部リーグにおいては１位と２位が同じ場合は順位決定戦を行う。

上記以外に同順位が生じた場合，必要があれば抽選で順位を決める。

12．総合順位の決定 (1) ２／３部リーグの１位チ-ムは総合順位７／14位とし、１／２部リーグの最

下位チームは総合順位10／17位とする。

(2) １／２部リーグの７位チームは、２／３部リーグの２位チームと順位決定戦

を行い、勝者は８／15位、敗者は９／16位とする。

なお、順位決定戦は70分とし同点の場合は上位リーグチームの勝ちとする。

13．関東リーグとの関係および次年度のリーグ構成

(1)１部リーグ優勝チームは、関東リーグ入れ替え戦に参加するものとする。

(2) 関東リーグ降格チームは、県リーグ総合順位の上位に入るものとする。

(3) 次年度県リーグの構成については、年度末に県リーグ運営会議を開き、上記最終順位

に基づいて決定する。

14．競技規則 2007／2008年度(財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」によるが、本リーグと

して次の事項を特別に定める。

(1) 試合開始時の最少人数は、１部リーグは10名、２、３部リーグは８名とする。

(2) メンバーは、交替要員を含めて当該試合のキックオフの35分前までに、会場責任者に

提出されなければならない。

(3) メンバー提出後キックオフまでに、先発メンバーの選手が出場不可能となった場合は、

交代要員７名の内から補充することは出来るが、交代要員の補充ならびに変更は認め

られない。

(4) 選手の交代は、主審の許可を得て随時７名まで認められるが、この７名はメンバー提

出時の交代要員７名からのみとする。

なお、１度退場した選手の再入場を認めるものとする。(自由な交替)

(5) 警告：本リーグにおいて警告を２回受けた選手は、次の１試合の出場を停止する。

(6) 退場：本リーグにおいて主審より退場を命じられた選手は、次の１試合を自動的に

出場停止とし、以降の処置については、(財)日本サッカー協会「基本規定第12章・

第２節懲罰基準｣により、(社)神奈川県サッカー協会女子委員会規律部が決定する。

(7) 試合球は、当該チームの持ち寄りによる。(財)日本サッカー協会検定級で、５号縫い

ボールとする。

(8) 試合の棄権は原則として認めないが、棄権チームが出たとき、棄権チームは勝ち点を

－１とし、０－３で負けとする。また、２回以上棄権したチームは、次年度の

リーグ参加を認めない。
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15．リーグ運用規則(1) 会場担当は試合開始35分前に両チームの責任者・主審とマッチ・ミーティングを開き

ユニフォームと､メンバー表を確認し登録手続きを行う．

(2) 提出したメンバー表に登録してある選手、およびスタッフ以外はベンチに入ることが

できない。

(3) 本リーグ出場停止を命じられた選手は、ベンチに入ることができない。

(4) ＦＰがＧＫとしてプレイする場合，登録されたＧＫのユニフォームと同一のものを着

用し、背番号はそのＦＰと同一の番号であること。ただし、ケガ等でＧＫが退いてＦ

Ｐが代替せざるを得ない場合は、審判が認めれば前述以外のユニフォームで代用でき

る。

(5) 未登録・未エントリー、および二重登録が判明したチームは、当該試合を棄権扱いし、

その後の処置については規律委員会で決定する。

16．参加申込 (1) 参加申込書は、４月５日（土）までに事業担当責任者に送付すること。

(2) 選手エントリー

① 本大会に登録し得る選手数は制限しない。

② 登録に際して提出する「参加申込書」には、必ず背番号を記入し、その番号は選手

固有のものとし、この大会期間中は変更できないものとする。背番号の記入のない

選手はリーグ戦に出場できない。

17. 参 加 料

18. 追加登録 (1)選手の追加： (社)神奈川県サッカー協会・登録担当に所定の手続きをし、「選手変更届」

に、背番号とポジションを記入して、事業責任者に送付すること。

(2)選手の移籍： 移籍については(財)日本サッカー協会の定める「基本規程第５章移籍の第

１～2節」の定めによる。

（ 県リーグ参加チーム間の移籍 ） 上記書類がリーグ担当者に届いてから行われる当該

チームの試合の、最初の１試合には出場を認めないこととする。

19. 審 判 員 担当審判員１名は、(社)神奈川県サッカー協会審判委員会より派遣される。

主審あるいは副審は、女子委員会審判部あるいは当運営部事業担当の指名により、参加

チームの所属審判員（有資格者）が行うことを原則とする。

チーム帯同の審判員は、審判証を会場担当者に提示すること。

20. 日 程 決定後の日程は原則として変更しない。

21. 表 彰 各部とも、優勝・準優勝・第３位に表彰状を授与する。

22．試合報告 (1) 会場責任者は次のところに試合結果をＦＡＸで報告すること。

① 神奈川新聞社運動部 TEL 045-227-0170

FAX ０４５－２２７－０１６７

② 読売新聞社横浜支局 TEL 045-201-7992

FAX ０４５－２０１－８３４１

③ (社)神奈川県サッカー協会広報委員会ＨＰ部会女子委員会担当（橋本恵二)

FAX ０４２－８１０－８４６０

④ 当該部の事業担当 石渡 肇 FAX ０４６－８３３－８７７１

(2) 「試合結果報告書」と「試合記録用紙」を事業担当に送付すること。

(3) 領収書を運営部会計に送付すること。

23．その他 (1) 会場準備 １試合目の２チームが会場責任者の指示に従って行う。

(2) 会場撤去 最後の試合の２チームが会場責任者の指示に従って行う。

(3) 事故防止 全チームが事故の防止について充分留意し、万一事故が発生し場合は、

当該チームの責任において処置すること。本リーグおよび協会役
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員、参加者の、事故・疾病・傷害・会場破損事故等に関しては一

切の責任を負わないものとする。

(4) 緊急事態 緊急事態が発生した場合は、極力事業担当(責任者)に連絡を取ること。

万一連絡が取れない場合は、会場責任者の判断で処理し、事業担当(責

任者)に報告をすること。

(5) ゴミの持ち帰り 各チームはゴミを持ち帰り、会場提供チームに迷惑をかけないこと。

24．神奈川県女子サッカーリーグ事業担当

責任者 石 渡 肇（横須賀シーガルズ・レディース）

庶 務 同 上森 由 美 子（横須賀シーガルズＭＥＧ）

会 計 三 角 美智子（学識経験者）

広報・HP 橋 本 恵 二（大和シルフィード０２）

規 律 桂 謙 一（すすき野レディース）

森 雅 夫（横須賀シーガルズＦＣ）

＜その他 注意事項＞

県の施設等で行うときは、「会場責任」を割り当てられたら、使用規則を守って、責任を持って

手続き、運営をして下さい。当日試合を行う各チームともご協力お願いいたします。

運営に問題が生じれば、来年度以降、使用が難しくなることもあります。


