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2021年 5月 23日 

LUXPERIOR CUP 

関西学生フットサルリーグ 21/22 大会実施要項 

 

1. 名称 LUXPERIOR CUP 関西学生フットサルリーグ 21/22（読み方：ラクスペリアカップ） 

2. 主催 一般財団法人日本フットサル連盟 

3. 後援 なし 

4. 主管 関西サッカー協会・関西フットサル連盟・関西フットサル連盟大学部会 

5. 特別協賛 LUXPERIOR（株式会社 LUXPERIOR） 

6. 協賛 RFCパートナーズ 

7. オフィシャルゲームボール 株式会社ミカサ 

 

8. 日程 

2021年 6月〜2022年 2月（予定） 

9. 参加資格 

【チーム】 

① 一般財団法人日本フットサル連盟に加盟登録された単独チームで、単一大学の構成員（大学院生可）

で構成されたチームであること。 

② ①に基づき関西フットサルリーグ理事会にて参加が承認されたチーム。 

③ 外国籍選手は１チームあたり３人までとする。 

【選手】 

① 大学のチームとして各府県の社会人リーグに参加している場合、していない場合を含め、そのチーム

の一員として、日本サッカー協会に選手登録されていること。 

② プレー機会の保証の見地から、大学のチームではない他の社会人チームの選手として日本サッカー協

会に選手登録している場合でも、本リーグへの参加は妨げない。 

なお、各チームの登録選手は日本サッカー協会発行の電子登録証の写し（写真が登録されたもの）および

学生証を試合会場に持参すること。不携帯の場合は試合出場を認めない。ただし、学生証については当該

年度初戦あるいは追加登録時のみの確認とする。 

 

10. 大会形式 

1部リーグ：総当たり 1回戦のリーグ戦を行う。 

2部リーグ：総当たり 1回戦のリーグ戦を行う。 

11. 競技規則 

大会実施年度の公益財団法人日本サッカー協会フットサル競技規則による。 
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12. 競技会規定 

以下の項目については、本大会で規定する。 

⑴ ピッチ 

原則として、40m×20m 

⑵ ボール 

試合球：MIKASA社製フットサル４号ボール（FLL500） 

⑶ 競技者の数 

チームに登録することができる人数：選手３０名以内 

競技者の数：５名 

交代要員の数：９名以内 

ピッチ上でプレーできる外国籍選手の数：２名以内 

⑷ チーム役員 

① ５名以内（ただし、通訳が試合に登録されている場合は、６名以内とする。） 

② 役員とは、⑴監督⑵コーチ⑶マネージャー⑷ドクター⑸トレーナー⑹通訳のいずれかの役職をい

う。役員としてこれら以外の役職は認められない。 

③ 大会に登録することができる役員は、チームあたり１名以上 15名以内とする。 

④ 大会登録された役員は、同じチームの大会登録された選手と兼任することができる。ただし役員

と選手の兼任は５名までとする。 

⑤ 試合ごとに提出するメンバーリストにおいて、役員は選手と兼務することができる。 

⑸ 試合時間 

試合は、プレーイングタイムで 20分間の同じ長さからなる２つのピリオドで実施する。 

（40分間（前後半各 20分間）のプレーイングタイム、インターバルは７分間とする。） 

⑹ 競技者の用具 

① ユニフォーム 

(ア) フィールドプレーヤー、ゴールキーパーともに、色彩が異なり判別しやすい正副のユニフォーム

（シャツ、パンツ、ストッキング）を参加申込書に記載し、各試合には正副ともに必ず携行する

こと。 

(イ) チームのユニフォームのうち、シャツの色彩は審判員が通常着用する黒色と明確に判別しうるも

のであること。 

(ウ) フィールドプレーヤーとして試合に登録された選手がゴールキーパーに代わる場合、その試合で

ゴールキーパーが着用するシャツと同一の色彩および同一のデザインで、かつ自分自身の背番号

のついたものを着用すること。 

(エ) シャツの前面、背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。ショーツにも選手番号を付

けることが望ましい。選手番号は服地と明確に区別し得る色彩であり、かつ判別が容易なサイズ

のものでなければならない。 

(オ) 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。１番はゴールキーパーが付けるこ

ととする。必ず、本大会の参加申込書に記載された選手固有の番号を付けること。 

(カ) ユニフォームへの広告表示については、公益財団法人日本サッカー協会（以下、「日本協会」とい
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う。）の承認を受けている場合のみ認める。ただし、ユニフォーム広告表示により生じる会場等へ

の広告掲出料等の経費は、当該チームにて負担することとする。 

(キ) その他のユニフォームに関する事項については、日本サッカー協会のユニフォーム規程に則る。 

 

② 靴 

キャンバス、または柔らかい皮革製で、靴底がゴム、または類似の材質で出来ており、接地面が飴色、

白色もしくは無色透明のフットサルシューズ、トレーニングシューズまたは体育館用シューズタイプ

のもの。（スパイクシューズおよび靴底が着色されたものは使用できない。） 

③ ビブス 

交代要員は、競技者と異なる色のビブスを着用しなければならない。 

※選手１人に１枚のビブス（14枚、同一色が望ましい）が渡るように、チーム側で用意する。 

※ビブスは２色用意し、マッチコーディネーションミーティングに持参すること。 

 

⑺ リーグの勝者を決定する方法 

① 勝ち点  

勝ち＝３点、引き分け＝１点、負け＝０点とする。 

② 順位の決定 

順位は、勝ち点合計の多いチームを上位とする。勝ち点の合計が同じ場合は以下の順序により決

定する。 

（ア） 当該チーム間の対戦成績 

（イ） 当該チーム間の得失点差 

（ウ） 当該チーム間の総得点数 

（エ） リーグ内での総得失点差 

（オ） リーグ内での総得点数 

（カ） 下記に基づくポイントの合計がより少ないチーム 

① 警告 1 回 1 ポイント 

② 警告 2 回による退場 1 回 3 ポイント 

③ 退場 1 回 3 ポイント 

④ 警告 1 回に続く退場 1 回 4 ポイント 

⑤ 抽選 

 

⑻ 懲罰 

① 本リーグ期間中に警告の累積が３回に及んだ選手は、自動的に本リーグの次の１試合に出場出

来ない。 

② 本リーグにおいて退場を命じられた選手は、原則、次のリーグ戦１試合出場停止とする。さらに

以降の試合においても出場停止処分を科すか否かは本リーグ規律委員会で協議の上決定する。 

③ また、本リーグにおける警告・退場は、本リーグのみで消化することができるが、本リーグ終了

時点で未消化の出場停止処分があるまま、地域大学フットサルチャンピオンズリーグに出場す
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る場合は、当該大会にて順次消化する。ただし、警告の累積によるものを除く。 

④ その他、本リーグの懲罰に関する事項については、本リーグ規律委員会が決定する。 

 

13. 参加申込 

1 チームあたり 45 名（選手 30 名、役員 15 名）を上限とし、第９条に定める参加資格を満たしてい

ること。 ※申込締切日：2021年 5月 14日(金)（データ送信先：touroku.kufl@gmail.com） 

（確実に受信記録を残したいため、メールによるデータ送信にご協力のほど、よろしくお願いしま

す。） 

 

14. 参加料 

※各チームに別途案内いたします。 

振込先：ゆうちょ銀行 店名四一八 店番 418 普通預金 【口座番号】 0045664 

口座名：関西学生フットサルリーグ 

振込期限：２０２１年５月３１日(月) 

※一度振り込まれた参加費はいかなる理由があっても返還致しません。 

15. 表彰 

優勝・準優勝・得点王・ベスト５ 

 

16. その他 

▽登録の変更・追加・削除 

① 選手の追加登録および登録内容の変更は、本リーグ登録担当者（以下、「登録担当」という）に、申請・

受理されなければならない。（登録担当メールアドレス：touroku.kufl@gmail.com） 

② 申請は、登録担当に対し E-mail により行わなければならない。E-mail 本文において、以下の情報

を記載することで申請書に代えることができる。 

【必要情報】 

選手登録番号 

氏名（フリガナ） 

生年月日（西暦） 

背番号・ポジション（ＦＰ／ＧＫ） 

前所属チーム 

③ 申請の受理は、登録担当からの E-mail 受信をもってなされたものとする。チームは試合会場におい

て、当該受信 E-mail をいつでも確認できる状態にしておかなければならない。 

④ 登録の追加および変更は、以下の区分による。 

１） 新規追加：申請が受理された７日後に原則として出場が可能になる。 

２） 移籍登録：申請が受理された７日後に原則として出場が可能になる。 

３） 削除登録：申請が受理された７日後に原則として削除される。 
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⑤ 登録・移籍期限 

新規選手の登録ならびに移籍期限は２０２１年１１月３０日とする（KICKOFF上、その他すべての手続き

を完了させること）。この期間を過ぎた新規登録・移籍は認められない。 

 

▽棄権の扱い 

試合の７日前までに、リーグ運営委員会に棄権の連絡をした場合は、０−５で棄権したチームの不戦敗と

する。それ以降の棄権の連絡をした場合、あるいは棄権の連絡なく試合が成立しなかった場合、本リーグ

の規律委員会にて当該チームへの処分を協議し、関西フットサルリーグ理事会において処分を決定する。 

（※ただし、コロナウイルス感染症に関する理由による参加不可の場合を除く） 

 

▽昇降格・入替 

2022 年度より、リーグ構成として３部リーグ制を採用するため、以下２点を参考に所属リーグを再編す

る。 

① 関西学生フットサルリーグ 21/22における各ディヴィジョン順位 

② KUFLクラブライセンス制度に基づくライセンス取得状況 

※22年度における新規参加チームは３部リーグより所属開始とする。 

 

▽運営・審判について 

① チーム登録条件として、原則各チーム帯同審判としてフットサル３級審判員３名が確保されているこ

とが必要である。ただし、新規参加チームについては、１年間の猶予期間を与える。 

② リーグ参加条件として、 

⑴ 各チームよりリーグ運営委員 1名の拠出 

⑵ リーグ戦運営に関する積極的な関与 

⑶ 各種大会におけるサポートスタッフへの参加 

をはじめとする各協会・連盟行事に対して、大学フットサルの代表として貢献することを求める。 

 

▽器物破損等 

移動中・ウォーミンングアップ中・試合中を問わず、使用施設内外の器物を破損した場合は、当該チーム

の責任で弁済するものとする。 

 

▽負傷等 

移動中・ウォーミンングアップ中・試合中を問わず、場内外での負傷その他の事故が発生した場合は、当

該チームが処置を施し、関西学生フットサルリーグは一切の責任を負わない。 

 

▽戦績表 

関西学生フットサルリーグホームページに掲載する。 
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▽付則 

１） 各チームの責任において傷害保険に加入すること。 

２） 各チームは、体育館等におけるマナーを遵守すること。 

３） 会場内において、役員および運営委員はフットサルシューズや体育館シューズを着用すること。例

えば館内備え付けのスリッパなどでは入館しないこと。 

４） 設営担当チームは、リーグ運営担当者が設定する集合時間に、体育館ピッチ内に集合すること。 

５） 各会場ではリーグ全体の責任で会場美化に努めること。会場校となるチームを中心に、全チームが

リーグ関係者だけでなく全ての観客に目を配り、スタンドや体育館内にゴミを残さないよう徹底するこ

と。 

６） 観客席や観客の目につく場所で更衣しないこと。 

７） 各試合１試合前の 60 分前時点に両チーム代表者および審判員とのマッチコーディネーションミー

ティングを行う。試合当日におけるタイムテーブルで確認すること。出席義務のあるマッチコーディネ

ーションミーティングに不参加のチーム及び審判員の所属するチームには、ペナルティが課せられるこ

とがある。 

８） リーグ運営担当者(ボールパーソン等)は、観客等に見られているという意識を持ち、試合にふさわ

しい態度で行動すること（携帯電話等電子機器の使用不可、ボールは足で操作せず手で投げるなど） 

９） 試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能、または中止になった場合、その帰責事由

のあるチームは「０対５」あるいは「その時点のスコアの差」のより大きい方のスコアで敗戦したものと

みなす。 


