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【２０１８年度の計画】 

Ⅰ 北信越関係 

 １ 北信越リーグ（高円宮杯ＪＦＡＵ－１５サッカーリーグ第 10回北信越リーグ）について 

 ・2018年も 8チームずつの 2部リーグ制（1部 2部）とする。北信越のトップリーグという位置

づけと各県枠を保障するという考えから 2 部リーグ制とする。2019 年が最終年、2020 年より 1

リーグ制に戻す。チーム数は 12チームの予定。 

◎1部リーグ（アルビレックス新潟 U15、グランセナ新潟、エボルブ FC） 

◎2部リーグ（長岡 JYFC） 

  ・選手の入れ替えについて 

北信越リーグへの「追加」は、どの時期でも可能である。「抹消」は、登録枠の２５名

分を登録してあれば、同時に行う。 

【県リーグに複数参加しているチームの選手について】 

    ウインドウ枠に応じて 1回目から３回目は可能とする。 

【編成・昇格降格】 

 1部は 5位まで残留。6位は 2部 3位と入替戦。2部は 2位までが 1部昇格、3位は 1部 6位と

入替戦。4位から 6位は各県代表と入替戦、7位 8位は降格。2019年編成等資料参照。 

北信越入替戦について、ポイント制で 1 位県から 5 位県とし、組み合わせをする。ポイントは 

クラブ・中体連の北信越大会、全国大会の結果に基づいて決定する。 

 

２ 高円宮杯北信越大会（第 2代表決定戦）について 

高円宮杯全国大会への出場枠は２枠。1枠は北信越 1部リーグ優勝チーム。 

第 2代表を下記日程にて決定戦を行う。 

  ☆県代表は、県 1部リーグ優勝チーム 

 ○月日：１１月１０日（土）１１日（日）１７日（土） 

○会場：富山県 試合時間は予定 

       17 日 13:00 

 10:00     11 日    13:00 

11:00  11:00  10 日 1400  14:00 

１部２位  長野  福井   新潟    １部３位  富山  石川  2部１位  

    

３ プレミアカップについて 

  ・北信越リーグ１位チームと高円宮杯北信越大会優勝・準優勝チーム、それ以外の北信越リー

グ上位チームで、トーナメントを行い、勝利チームが代表（2枠）となる。 

（会場＠富山県 3月 12日（日）） 

 

           

    

 北信越１位      北信越大会２位 高円宮杯北信越大会１位 高円宮杯北信越大会２位 

（カターレ富山）  （アルビレックス新潟）  （セブン能登）    （グランセナ新潟） 
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４ Ｕ１３リーグについて 

  ・８チーム（新潟県からはアルビ新潟・F.THREE・長岡 JYFC）２回戦制で実施する。 

  ・経費が少ないため、できるだけ北信越リーグと抱き合わせで、Ｕ１３の試合を行う。 

  ・試合は９人制で実施。プレーオフについても９人制で実施する。（ピッチサイズは８３ｍ×

５４ｍ） 

 【昇格降格】 

   ・５位までは残留、６位は入替戦、７位・８位は降格となる。 

   ・６位チームと各県 1位推薦チームの６チームで入替戦を行い、勝利チームは次年度北信越

U-13リーグに参入できる。入替戦の新潟県開催分は 11月 3日もしくは 4日実施予定。     

 

Ⅱ 新潟県関係                                    

１ 高円宮杯 JFA Ｕ-１５サッカーリーグ 2018 新潟県 

【リーグ構造】        北信越リーグ 1 部 8 チーム 

                   ↑ ↓ 

北信越リーグ 2 部 8 チーム 

                    ↑ ↓ 

                県リーグ 1 部 10 チーム 

                 ↑ ↓   ↑ ↓ 

          県リーグ 2 部Ａ12 チーム  県リーグＢ2 部 12 チーム 

                     ↑ ↓ 

      県 3 部リーグ 新潟下越ブロック 上越中越ブロック 

     ※３部は２ブロックの地区ごとに分ける。各ブロック 2 リーグから 3 リーグ、1 リーグ 

のチーム数は 12 チーム前後。 

        地区リーグ 上越  中越  下越  新潟 

           ※地区リーグは例年通り、上位にはつなげないで実施。 

【リーグ運営】 

・2018年度は、県１・２・３部リーグと、地区リーグに分ける。1部 2部リーグは 2017年度の

成績を基に編成する。3 部リーグについては、新潟下越ブロックと上越中越ブロックに２つに

分けて実施する。1日 1試合 70分ゲームとする。 

２０１８年度は入替戦を実施しない。入替をスムースにすること、天候や選手のコンディシ

ョン等を考え、すべて自動昇降格とする。ただし、３部においては、地区割りで実施している

ため、上位チームでプレーオフを実施し、昇格チームを決定する。また、２部においても２リ

ーグ制で行っているので、ＡＢ同順位で最終戦を実施し、順位を決め、昇降格を決定する。 

・１部は、２回戦制で実施（4月～10月）する。連戦はできない。優勝チームは、11月実施の

高円宮杯北信越大会新潟県代表となる。 

・２部と３部は、１回戦制で実施する。連戦は可能。 

 ３部については、新潟下越ブロック、中越上越ブロックに分けてリーグを実施する。 

・地区リーグは、地区内でリーグ戦を実施するが、ルールや試合方法は、各チームの実情に合
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わせて実施する。 

・３部への複数チーム参加の制限を２チームまでとする。 

・試合日程は、原則北信越・県 1部リーグ開催日と同じとする。トレセン開催日は行わない。

消化できない試合は、事前の打ち合わせで、別な日を定める。自然災害等で、急に試合日程

を変更する場合は、大会事務局と連絡を取り、当該チームと各リーグ運営担当者で話し合い、

日時、会場、審判や割り振りを決定する。 

※原則、打合せをして決定された日程で試合を実施する。試合を延期出来るのは、学校行事な

どで選手の半数以上がいない場合とする。打合せをしっかりと行う。変更が生じた場合は、

変更を申し出たチームが事情を説明し、会場・審判を確保し、当該チーム・事務局へ連絡す

る。 

  ・選手の移籍（チーム間）が大会期間中の場合、実行委員長の承認を得る。 

選手の登録変更（チーム内）は、４回までとし、１回目は５月７日（月）から９日（水）ま

で、２回目は６月２５日（月）から２７日（水）まで、３回目は７月３０日（月）から８月

１日（水）、４回目は９月１７日（月）～１９日（水）とする。提出先は各リーグの担当者。 

上位リーグに出場した選手についても下位リーグでの出場を認める。移動できるのは 1回

目から３回目とする。４回目の上位から下位への移動は認めない。４回目を終えた時点で、

プレーオフのメンバーとする。 

  ・試合会場は、リーグ内で十分話し合い、できるだけ移動距離が平等になるよう会場を確保す

る。 

 

【昇格降格について】 

  ・1 部リーグ上位 2 チームは、北信越リーグ 2 部入替戦に出場する。勝った場合は北信越 2 部 

リーグへ、負けた場合は県 1 部リーグに残留となる。 

  ・2 部リーグは AB ブロックの同順位で試合をし、1 位から 24 位を決める。 

北信越リーグの昇降格の結果に応じて、昇格枠を決定し、自動昇格とする。降格についても

同様とする。入替戦は実施しない。 

  ・3 部リーグは各ブロックから上位 6 チームずつプレーオフに出場し、勝利チームが 2 部へ自

動昇格とする。 

  ・1 部、2 部の降格対象チームは北信越リーグ 2 部の結果と北信越リーグ入替戦の結果によっ

て変動する。詳細は別紙。 

  ・同一チームが同一リーグに所属することができない（３部は除く）。 

  ・上位リーグに同一チームが所属している場合は昇格することはできない。 

・上位リーグから同一チームが降格してきた場合は、下位リーグの同一チームは順位にかかわ

らず、降格することになる。 

・上位リーグから降格するチームで、下位リーグに所属する同一チームが昇格対象となった場

合、下位チームの昇格は認められない。昇格対象は次順位のチームとなる。 

・北信越リーグについては２nd チームの昇格は認めない。 
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・次年度チームの存続が困難で、リーグ戦に出場できない昇格対象チームがいた場合は、その

年の結果は残すが、昇格対象から外し、降格とする。 

 

【入れ替え戦プレーオフ日程】 

○北信越 U15 入替戦      １１月３日（土）4 日（日） ８０分 PK ＠アルビレッジ 

○北信越 U13 入替戦      １１月３日（土）or４日（日）６０分 PK ＠アルビレッジ 

○２部プレーオフ（順位決定） １１月１０日（土）１１日（日）１２試合 

７０分 PK ＠アルビレッジ 

 〇３部プレーオフ（６試合）  １１月１０日（土）６試合  ７０分 PK ＠刈羽 

 

 【リーグ戦の１年間の流れ】 
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２ 地区リーグについて 

   担当は各地区担当 3 種委員 

・地区リーグについては、各地区参加チームで話し合い、リーグ分けや試合方法を決定する。

選手の試合機会を増やすことが目的なので、試合方法は柔軟的で良い。（練習試合と同じ

ような形） 

   ・例として、試合時間（５０分か６０分）やユニホーム（ビブスでもよい）、選手の副審や

主審は審判着を着用しなくてもよいなど。 

   ・費用は、参加チームで負担し、会計報告は必要ない。（ＪＦＡ補助金対象でないため）試

合結果は、リーグ終了時点で、結果もしくは、対戦表を地区担当者に報告する。 

 

３ 高円宮杯 JFA U-13 サッカーリーグ 2018 新潟県 

・出場希望チームを募り、実施する。出場チーム数に応じて、リーグ編成を行う。予選リーグ 4 日

間、順位リーグ 4 日間の予定。予選リーグの上位はＡ１リーグとして順位リーグを実施し、優勝チ

ームは北信越リーグへの入替戦に出場する。Ａ１リーグ以外は、地区ごとに別れ、リーグ戦を実施

する予定。 


