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２００９年度 東京都マスターズサッカーリーグﾞ（〇-40）
大会要項
目
主
主

後

的 各リーグは友好親善と技術の向上を目指し生涯ｽﾎﾟｰﾂとしてｻｯｶｰを楽しく続けることを目的とす
る。
催 （財）東京都サッカー協会
管 東京都シニアサッカー連盟／各マスターズリーグ
TCL（東京都チャンピオンズリーグ）： SML、TML、SSL 各リーグの成績優秀の上位チームにより構成されたリーグ
(カテゴリー１)
SML（スーパーマスターズリーグ） ：各区市町村における代表選手により構成されたチームのリーグ
(カテゴリー２)
TML-1 部（東京都マスターズリーグ） ：単独クラブチームにより構成されたリーグ
(カテゴリー２)
TML-２部（東京都マスターズリーグ） ：単独クラブチームにより構成されたリーグ
(カテゴリー３)
SSL（三多摩シニアリーグ）
：三多摩地域内で活動するチーム（選抜・単独は問わない）により構成されたリーグ
(カテゴリー２)
援 東京都（申請予定）

大会期間 ２００９年４月～１１月
大会会場 駒沢オリンピック公園、舎人競技場、大井埠頭第２G、府中の森 G 他、各リーグで設定する
（参加チームは原則として 1 節分のグランド確保を積極的に行う）
参加資格

1.（財）東京都サッカー協会シニア連盟に加盟し、日本サッカー協会へのチーム登録をしたチー
ム及び選手登録をした選手。原則として他県協会（連盟）で活動していない者。東京都協会
登録者に限る｡ （一種との重複登録は認めない）
2．1969 年 4 月 1 日以前に生まれた日本在住者。
3．TCL、SML、TML、SSL のいずれかのチームに所属登録をする。複数のチーム登録は認めない。

チーム変更

チーム変更 シニアサッカー連盟での所属チーム名が前年度と変わる選手(Over40・Over50 共
通)は、新チーム登録申請時に連盟指定の移籍承諾書を添付しなければならない。
例：Over40 の登録から Over50 への場合もチーム名が変更になるなら添付する。但し、連盟
が同一チームと認めた場合は不要で有る。【2010 年度より実施】

昇降規定 TCL 10 チームによるリーグ戦 9、10 位：自動降格。7・8 位：入替戦。優勝チームは第 3 回関東
シニアサッカー選手権大会に出場の権利と義務を要する。第 1 回東京都チャンピオンシップ
出場(日マ over40 の 1 位と年度チャンピオン決定戦)。日韓シニア親善サッカー(韓国ソウル
市で計画中)が実現すれば 1 位が韓国へ、2 位が関東選手権大会へと出場する。
SML 10 チームによるリーグ戦 １位：TCL 自動昇格 2 位：TML-1 部 2 位とプレイオフ、勝 TCL
8 と、負け TCL７位と入替戦。
TML １部 10 チーム。2 部 10 チーム。それぞれのリーグ戦 １部１位：TCL 自動昇格 １部 2 位：
SML2 位とプレイオフ勝 TCL8 位と、負 TCL7 位と入替戦 １部 8,9 位：自動降格 1 部 6,7
位：2 部 3・4 位と入替戦 2 部 1，2 位：1 部へ自動昇格 2 部 3,4 位：1 部 6,7 位と入替戦。
SSL 現在チーム数が規定に満たない為、SML 内で活動している(規定数になり次第復活する)
〈各リーグにおいて、チーム数が規定数に満たない時は運営委員会にて入替戦規定を再決定する〉
＊ 各カテゴリー1 ブロック 10 チームで昇降格を考えているが、チーム数が満たない場合は
連盟運営委員会によって決定する。
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競技方法 １． リーグ戦は総当りのリーグとし、勝ち点は勝ち３点、引き分け１点、負け０点とする。
２. 順位は勝ち点・得失点差・総得点・直接対決・抽選の順とする。
３． 主審・副審 TCL においては東京都サッカー協会審判部より派遣、その他のリーグにおいて
は主審のみ派遣。副審については各チームから有資格者(又は同レベルの者)を選出する。
[審判服は必ず着用する]
競技規則 １．最新の（財）日本サッカー協会の競技規則に準ずる。
競技細則 １．試合時間は６０分(30 分ハーフ)、インターバルは５分とする。
ＴＭＬ2 部については試合時間を５０分（２５分ハーフ）とする。
２．選手の登録人数に制限は無いが、毎試合の登録は 20 名以内とする。
３．選手登録表は試合開始 30 分前までに本部へ提出し、先発選手は試合前にメンバーチェック
を受ける。交代者については随時本部に来てチェックを受ける。
４．選手交替 TCLにおいて再入場は 1 度だけ可能。その他のリーグ(TML1 部・2 部・SML)にお
いては自由な交替とする。
５．退場を命じられた選手は次の試合の出場を不可とし、通算２度の警告を受けた選手は次の試
合の出場を不可とする。以後の処置は規律委員会にて決定する。
６．ユニフォームはシャツ・パンツ・ソックス共に、正・副２着を用意する。（黒・紺のシャツ、
ストッキング・パンツのセットは不可）
７．選手が 10 人未満のチームは不戦敗（３− ０）とする。（10 人で成立）
追加登録 １．JFL 登録規定に従い、追加、移籍共に Web 上で手続きを行なう。（試合への参加は、選手証
の発行された時点で可能となる）追加登録 7 月 31 日迄とする。
事故対応 １．試合時の怪我については当該チームにて全て処置し、各チームで障害保険等に加入する。
運営方法 １．基本的には指定されたチームが幹事となる。参加チームはグランドの設営・整備・清掃など
幹事チームの指示に従う。（幹事には１試合￥2000、副審には一人￥1000 を手当てとして支給）
２．幹事チームは本部運営（結果報告含む）は責任を持って行なう。
３．本部にて選手登録票及び JFA 選手証の照合をし、本人と確認出来ない選手の出場は認めない。
（事前に事務局に選手登録票及び JFA 選手証コピーの届出をし、それらでの照合でも可）
４．会場での規律（禁煙・喫煙所・ゴミ等）を厳守する。ゴミは持ち帰りを原則とする。会場
で規律を守れないチームについては除名等の処分がある。
５．資格その他で不正・問題が生じた時は運営委員会および規律委員会で決する。
参加申込 １．2009 年 2 月 28 日（必着）までに指定の申込書（選手登録票兼）と 2008 年度シニア登録選
手証のコピー（未登録の者は年齢を証明出来る物のコピー可）を添付し
〒160-0013 東京都新宿区霞岳町 10 国立競技場内
(財)東京都サッカー協会 シニア連盟 リーグ係

まで郵送。

参 加 費 １．①各リーグは運営費（各ブロックチーム数×\10000＝各ブロック運営費―未定）、
②東京都シニアサッカー連盟参加費、③日本サッカー協会登録費（下記 登録費参照）を
郵便局 №.１００６０ ６８１０６９８１
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に ２月２８日までに納
める。（チーム名で）

登 録 費 １．②東京都シニア連盟参加費：￥15,000‐、③日本サッカー協会登録費 チーム登録費：
￥24,000 個人登録費：￥2,300/人 については日本マスターズ予選で既に登録済のチーム及
び選手については、重複納入する必要は無い。但し、日本マスターズ予選に登録せず、リーグ
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から登録する選手は一人２３００円を上記のように連盟口座に２月 28 日までふりこむ。
（チーム名で）
登

録

選手は必ず WEB により JFA 登録をしてください。

問合せ先
東京都サッカー協会シニア連盟

東京都サッカー協会シニア連盟

リーグ運営：林 志寿雄（Hayashi Shizuo）
e-mail〈halftime@s5.dion.ne.jp〉
連絡先〈03-3377-6685〉 携帯〈080-5012-3017〉
委員長：曺 明（（Cho Akira）
e-mail〈m.cho@tokyofa-senior.com〉
連絡先〈03-3203-9642〉 携帯〈090-4205‐7830〉
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