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姫路市社会人サッカーリーグ　1部



    令和２年度
　　姫路市社会人サッカーリーグ1部リーグ要綱

１、 主　　　管　　　姫路市社会人サッカーリーグ運営委員会

２、 運営委員会　　　各チームより１名の運営委員を選出し、その委員によりリーグの運営を

　　　　　　　　　　 はかる

３、 リ　ー　グ　　　　８チームで１回戦総当たりとする。

４、 運　営　費　　　参加各チームで負担する（参加費７，０００円／チーム）。

５、 試 合 時 間　　　８０分ゲーム（ハーフタイム１０分）とする。

６、 競 技 規 則　　　日本サッカー協会競技規則による。（2019-2020）

７、 出 場 選 手　　　令和２年度、姫路市サッカー協会に登録された選手

JFA KICKOFFの選手写真の登録・修正から写真登録・登録証表示から

登録選手一覧出力から最新の登録選手状況を印刷し、その登録選手一覧

の先発選手に〇、交代選手に△をつけてグランド当番に提出する。

ただし、選手の顔写真が無い選手の出場は認めない。

また、選手一覧に背番号を記載出来る欄があるので背番号を記載しているのが好ましい

８、 選 手 の 数　　　試合開始時に１１名に満たないチームは棄権とする。棄権チームは運

 営委員会の裁定に従うものとする。会場・時間等の間違いや、交通渋滞

 等は理由にはならない。２試合棄権があった場合は、次年度のリーグ戦

 に参加できない。

９、 選 手 交 代　　　チームのメンバーで令和２度姫路サッカー協会登録された選手で 

 あれば随時主審の許可を得て交代できる。ＧＫも５名の中に含む。

 ただし、ＪＦＡＫＩＣＫＯＦＦの登録選手一覧に写真が貼付されていなければ出場

 できない。

１０、 ユニホーム　　　　ユニホームは最低限上着は２色（色違い）を用意し、全員揃っていること。

 可能であれば上下及びソックスの色違いを準備するのが好ましい。

 上下のインナーシャツ及びアンダーショーツは、上下のそれぞれ同色のもの以外は認めない。

 ユニホームが揃っていない又はユニホームが無い場合のビブスでの試合出場は認めない。

１１、 チーム資格　　　令和２年度姫路サッカー協会に登録されたチームであること。

１２、 選 手 資 格　　　令和２年度当該チームに登録された選手で、他チームと重複していな

 いものに限る。万一違反があった場合は、下記の通りとする。

 出場資格のない選手が出場した場合



　　　　１．出場した選手は、次年度以降選手としての登録を認めない

　　　　２．出場させたチームは、当該試合を含みすべての記録を抹消

　　　　　　次年度以降チームとして協会登録を認めない

　　　　３．出場した選手が所属するチームは、次年度３部リーグへ降格

１３、 追 加 登 録　　日本サッカー協会の登録が完了し、JFA KICKOFFの登録選手証一覧に

記載された選手でなければ、姫路サッカー協会登録データを受理して

いても試合には出場出来ない

【WEB登録および問合せ先】

　　姫路サッカー協会専務理事　　　前田　晋吾

振込先

姫路信用金庫　手柄支店　普通　０２９３５７３

姫路市サッカー協会　前田　晋吾

　追加登録料姫路協会分の１０００円／人は振込して支払い。

１４、 警　　　告 　　  　警告を３回命じられた選手は、次節の１試合は自動的に出場停止になり、

 以後については、１部リーグ規律委員会の裁定に従う。

１５、 退　　　場　　　   退場を命じられた選手は、次節の１試合は自動的に出場停止になり、以

　　　  後については警告同様、規律委員会の裁定に従う。

 ※出場停止の選手が誤って試合に出場した場合は、理由の如何を問わず

 　チームには勝ち点マイナス６のペナルティーを与える。また、出場し

 　た選手は以後のリーグ戦には出場できない。

　 当該試合は、結果の如何を問わず、５－０で相手チームの勝利とする。

１６、 勝   ち   点　　　勝　　　ち　　　３点

  　　　　　　　　　 引 分 け　　 　１点

　  　　　　　　　      負　　　け　　　０点

  　　　　　　　     棄　　　権　　　棄権試合は３－０で相手チームの勝利とし、当該チー

          　　　　　　 　　　　　      ムの負けとする。ただし、勝ち点のマイナスはしない。

１７、 順　　　位　　　（１）勝点順

 　　　　　　　 　（２）勝ち点が同じ場合は得失点差の多い方が上位とする。

              　  （３）（１）（２）ともに同じ場合は、総得点が多いチームを上位とする。

                  （４） （１）～（３）まで全て同じ場合は、直接対決で勝利したチームを上位とする。

１８、 入れ替え １部の６位と２部２位の代表チームがの入れ替え戦を行う。

８位と７位は自動降格

トップリーグより離脱チームは１部に落ちてきた場合の１部チーム数は

マックス１０チームとする。トップリーグが解散した場合の１部チーム数は

マックス１２チームとする。

トップリーグ参入希望チームは前年度２月末日までに参入希望の旨を運営委員

に通知し年間最終順位が３位以内の場合、トップリーグ最下位との入替戦を行う。

但しチーム内に３級審判員が１名以上いない場合は入替戦は行わない。



１９、 審　　　判　　　主審・副審は原則として、リーグ運営委員長が指名する（ただし、個人

　　　　　　　　  名ではなく、チーム名で指名する）。

　　　　　　　　　各試合の担当審判団は次のことを厳守すること。

　　　　　　　　　（１）主審副審共に４級以上の審判資格が必要。

　　　　　　　　　　　　審判員は必ず証明証を両チームとグランド当番に確認を求める

　　　　　　　　　（２）主審は上着・パンツ・ソックスすべて黒（ただし、上着は赤・黄

　　　　　　　　　　   色等でも、審判服であれば可）で統一すること。ジャージ等は不可とする。

　　　　　　　　　（３）副審も主審と同様の服装とする。

　　　　　　　　　　　 以上、（１）（２）（３）に違反した審判団が所属するチームは、当日の１

　　　　　　　　　　 　試合を失格とし、相手チームの勝利（５－０）とする。ただし、勝点

　　　　　　　　　   　のマイナスはなしとする。また、審判の派遣が出来なかったチームは

　　　　　　　　　　   棄権とし、この場合は相手チームに勝利（５－０）と勝点をマイナス３とする。

　　　　　　　　　（４）担当試合の開始１５分前には３人が揃って待機し、迅速に選手のチェックを

　　　　　　　　　　　 行う。時間が守られない場合は、運営委員にて協議の上、処分を決定する。

２０、 グラウンド　　　グラウンド責任者に指名された者（指名はチーム名で行いますが、基本

責　任　者　　　的に各チームの代表者もしくは同等の責任を持てる方が行う様にして下

　　　　　　　　　　さい）は、担当の試合において、トラブルが発生したときの処置、用具

　　　　　　　　　　の管理等を行うこと。特に最終試合の後はゴミがないように当該試合の

　　　　　　　　　　両チームの協力を得て、処理して帰るようにすること。

　　　　　　　　　　最終試合のグラウンド責任者は、当日の試合結果を下記まで連絡して下

　　　　　　　　　　さい。

２１、 グラウンドについて　 

　　今年度は以下の４会場を使用してリーグ戦を行います。

姫路球技スポーツセンター（メイン・多目的）

新日鉄広畑Ｇ

網干南グランド

　　それぞれのグラウンドで、決められたルールに従って使用する様心がけて

　　ください。ごみは必ず各チームで持ち帰ってください。

　　また、駐車場も決められたところに必ず駐車する様に、各チームで徹底し

　　てください。

　　※ルールを守れていない方が多数見受けられます

　　　チームで周知徹底をお願いします

２２、 日程変更

認めない

直前棄権の場合は棄権チームが割り当てられた全ての審判、グランド当番

をして頂きます。（直前棄権とは試合日よりさかのぼって２週間以内の日と

なります、但し運営委員が変更可能と判断した場合はこの限りではない。）

2３、 J-アラード発令

グランド当番は速やかに中止をさせ安全なところに避難さす。

（中止⇒情報聴取⇒再開or中止）



2４、 雷発生

主審の判断で速やかに中止し安全な場所に避難を行う、再開は雷が通り過ぎ安全を

確認して再開する。

２５、 試合会場におけるトラブルに関して

グラウンド内にて発生した物損に関して、すべて当該チームおよびグラウンド

責任者（チーム）にて応対し解決する事とする。

姫路サッカー協会およびリーグ運営責任者としては一切の責任は負えない。

◆新日鉄住金広畑グラウンド

　　１．ごみはすべて持ち帰る事

　　　　※グラウンド内の産廃入れのボックスや自販機横のごみ箱には捨てない

　　２．トイレの電気は必ず消して帰る事

　　３．その他備品など破損があった際には必ずグラウンド責任者へ報告しグラ

　　　　ウンド責任者はリーグ運営担当へ報告する事

　　４．グランド内は全面禁煙、グランド南側の林のフェンス裏での喫煙も禁止とします。

◆球技ＳＣ　多目的Ｇ

　　１．試合前のシュート練習は禁止する

　　２．練習中ならびに試合中グラウンド外にボールが出た際は、当該チームと

　　　　審判団（主審・副審計３名）とグラウンド責任者は、都度確認するために

　　　　必ずボールの落下地点を確認し、試合報告書裏面に記載し返送する。

　　３．その他備品など破損があった際には必ずグラウンド責任者へ報告しグラ

　　　　ウンド責任者はリーグ運営担当へ報告する事

◆網干南Ｇ

　　１．隣接する体育館には入館しない

　　　　※トイレに入るだけでも入館しない

　　　　※トイレはグラウンド周りの外部トイレを使用する事

そ　の　他　　　要綱に記載されていない項目等で、問題が発生した場合は、運営委員会

　　　　　　　　　 または姫路市サッカー協会社会人リーグ戦規律委員会で処置を決定し、

　　　　　　　　　 その裁定に従うものとする。



姫路市社会人サッカー1部リーグ当番要綱

１、　当番チームの業務
　　①　各試合の前に両チームからＪＦＡキックオフより登録メンバー用紙を提出させる。
　　　　　顔写真の貼り付け選手番号の記載のない選手は出場させない。
　　②　審判団に選手カードを渡し、最終チェックをする（チェック後カードは各チーム
　　　　に返却する）。
　　③　審判員の資格の確認（主審、副審ともに　４級審判以上)
　　④　試合開始前に審判に審判報告書を渡し、必要事項を記入してもらい回収する。
　　⑤　最終Ｇ当番チームはグランドの施錠、ゴミの回収も確認の上、運営委員に試合結果と
　　　　もにメールを当日中にいれて下さい。イエローレッドカードの報告も併せてお願いします。

（１）運営委員長　坪田　勝
　　　携帯電話　０９０－８７９６－５２６６
　　　ＰＣアドレス　a-one.tsubota@zeus.eonet.ne.jp
　　　携帯アドレス　omentus750527@gmail.com
　　　ＬＩＮＥＩＤ　omentus
　　　審判報告書とメンバー用紙は返信用封筒にいれて送付してください。

２、　参加チームの申し合わせ事項
　　①　試合開始５分前までに１１名に満たない場合は棄権とする。
　　②　ユニホームは最低上着は２色（色違い）を用意し、全員揃っていること。　
　　　　※　同色でも明らかにデザイン等が違うものや、テープ等で背番号を貼ったものは
　　　　　　不可とする。
　　③　試合球は新品またはそれと同等のものとし、著しく劣化したものは使用させない。
　　　　※　目安として使用回数が３回までのものとする。
　　④　何らかの事情で棄権もしくは失格となった当該チームがするはずであった試合は行
　　　　わない。あくまで、姫路市サッカー協会が管轄する試合であるため、管轄外になる
　　　　練習試合でグラウンドおよび審判等を使用することは認めない。
　　　　※　数年前、棄権試合のあと練習試合を行い、暴力事件が発生したため。
３、その他
　　①　競技中の負傷者発生の際は、基本的には当該チームで処置するようになっているが
　　　　出来るだけ積極的な協力をする。
　　②　競技上のトラブルは審判員にて解釈するが、協力を求められたら相互に協力し問題
　　　　解決に当たる。
　　③　第１試合の２チームは、協力してグラウンドの準備を行ってください。また、最終の２チ
　　　　 －ムは、必ずグラウンド整備を行ってください。その際、グラウンドのまわりのゴミをチェ
　　　　 ックしてください。ゴミは各チームが必ず持ち帰ってください。


