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１．メーリングリストについて

1.1 メーリングリストとは

各チーム専用の「メーリングリスト」を作成しています。メーリングリストにメールが到着すると、予め登録され

ているチーム関係者全員にメールが転送され、受信情報をチーム内で共有することができます。
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@google
groups.com

チームメーリングリスト

各チームプロフィールシートの「注意事項」をご確認ください。

「任意」となっている箇所も情報共有のため、登録することを推奨します。

各チームプロフィールシートの「変更方法」をご確認ください。

1.2 メーリングリスト登録対象者

1.3 メーリングリスト変更方法
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◆1部リーグ

立教大学 rikkyo_jufa@googlegroups.com

東京農業大学 nodai_tuff@googlegroups.com

國學院大學 kokugakuin_tuff@googlegroups.com

山梨学院大学 ygu_tuff@googlegroups.com

東京経済大学 tokyokeizai_tuff@googlegroups.com

帝京大学 teikyo_tuff@googlegroups.com

成蹊大学 seikei_tuff@googlegroups.com

学習院大学 gakushuin_tuff@googlegroups.com

亜細亜大学 asia_tuff@googlegroups.com

朝鮮大学校 korea_tuff@googlegroups.com

上智大学 sophia_tuff@googlegroups.com

玉川大学 tamagawa_tuff@googlegroups.com

◆2部リーグ

大東文化大学 daitobunka_tuff@googlegroups.com

東京大学 todai_tuff@googlegroups.com

一橋大学 hitotsubashi_tuff@googlegroups.com

武蔵大学 musashi_tuff@googlegroups.com

東京都立大学 tokyo_metropolitan_tuff@googlegroups.com

東京理科大学 tus_tuff@googlegroups.com

東京工業大学 titech_tuff@googlegroups.com

成城大学 seijo_tuff@googlegroups.com

国際基督教大学 icu_tuff@googlegroups.com

日本大学文理学部 nichidai_bunri_tuff@googlegroups.com

東京外国語大学 tufs_tuff@googlegroups.com

都留文科大学 tsuru_tuff@googlegroups.com

◆チャレンジリーグ

創価大学 soka_tuff@googlegroups.com

桜美林大学 obirin_tuff@googlegroups.com

工学院大学 kogakuin_tuff@googlegroups.com

山梨大学 yamanashi_tuff@googlegroups.com

日本大学
生物資源科学部

nichidai_seishi_tuff@googlegroups.com

東京都市大学 tokyo_city_tuff@googlegroups.com

電気通信大学 dentsu_tuff@googlegroups.com

日本大学商学部 nichidai_sho_tuff@googlegroups.com

東京農工大学 noko_tuff@googlegroups.com

明星大学 meisei_tuff@googlegroups.com

日本文化大學 nihon_bunka_tuff@googlegroups.com

東京電機大学 tdu_tuff@googlegroups.com

東京薬科大学 yakka_tuff@googlegroups.com

北里大学 kitasato_tuff@googlegroups.com

東京海洋大学 kaiyo_tuff@googlegroups.com

芝浦工業大学 shibaurait_jufa@googlegroups.com

各チームへ連絡する際も、上記メーリングリスト宛に送信してください

1.4 各チームメーリングリスト一覧・学生運営委員連絡先

◆学生運営委員連絡先 ※個人情報のため、取り扱い注意

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eQRxnCF25r6xb828-ZbZPZZwK8po8MeMmvwqxrYIo6I/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eQRxnCF25r6xb828-ZbZPZZwK8po8MeMmvwqxrYIo6I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eQRxnCF25r6xb828-ZbZPZZwK8po8MeMmvwqxrYIo6I/edit?usp=sharing


２．連盟への連絡について

2.1 連盟への連絡に関する注意事項

（１）連絡は社会人スタッフまたは学生運営委員からのみ
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「チームを代表した連絡」とするため、運営委員以外の学生からの連絡はしないようお願いします。

また質問連絡の際は、メール送信前に社会人スタッフによる確認を経た上で送信してください。

（２）連盟学生幹事へのLINEを使った連絡は厳禁

（３）連盟ホームページの 「お問合せ」 は所属チームは使用厳禁

連盟業務に関する連絡については、原則としてメールを使用します。（連盟内情報共有のため）

連盟業務に関して、学生運営委員から連盟学生幹事へのLINEでの連絡はしないようお願いします。

万が一、LINEでのやり取りがあった場合、回答内容について責任は追えません。

連盟ホームページのお問合せページは一般の方向けに設置しています。各チーム所属学生からの連絡

は受け付けられません。問合せ、連絡事項等ありましたら、チームを代表して、社会人スタッフまたは学

生運営委員からメールでご連絡ください。

2.2 メール作成方法

（１）送信メール全てに CC：自チームメーリングリスト を追加

（２）「全員返信」 にて返信

（３）元の本文は残したまま

（４）本文序盤または最後で名前を記載（名乗る）

（５）回答の際は受信メールへの返信とし、メールを新規作成はしない

メールアドレスを間違える等、事故の元になります

（２）～（５）： 一般社会におけるメールマナーとなります



2.3 連絡期日付き提出物、自チームの状況確認方法

（１）連盟ホームページ関係者用ページに設置のカレンダー
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https://www.f-togakuren.com/members-only

（２）2023年度リーグ編成審査資料

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3lAjFH0CM2NazIpcfm1E9ifyAe84vlQfHl8CSfUTho/edit#gid=1909015121

※ パスワードは1度のみの送付です。チーム内で共有してください。

一覧確認

自チーム状況一覧確認

※ リアルタイムの反映ではありません。1～2日に1回程度の更新頻度となります。

（３）メールCCの自チームメーリングリストにより履歴が残る 自チーム状況

原則として提出期限は締切日の18時を設定いたします
（23：59ではありません）

2.4 事情により、期日に遅れる場合

やむを得ない事情により、期日に遅れる場合は、以下の通りご連絡ください

（１）期日内の早めに連絡（締切当日の対応は連盟側も対応ができません）

（２）遅れる理由を申し出（内容によってはやむを得ない事情とは認められません）

（３）提出できる見込みのスケジュールを記載

https://www.f-togakuren.com/members-only
https://www.f-togakuren.com/members-only
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3lAjFH0CM2NazIpcfm1E9ifyAe84vlQfHl8CSfUTho/edit#gid=1909015121
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V3lAjFH0CM2NazIpcfm1E9ifyAe84vlQfHl8CSfUTho/edit#gid=1909015121


2.5 東京都大学サッカー連盟連絡先

（１）メール ※原則はメールにて連絡

© 2022 JUFA Tokyo All Rights Reserved 62022運営委員マニュアル

「チームを代表した連絡」とするため、運営委員以外の学生からの連絡はしないようお願いします。

また質問連絡の際は、メール送信前に社会人スタッフによる確認を経た上で送信してください。

・ 連盟代表アドレス

内容：連盟全体に関すること、どの委員会にも当てはまらない内容に関すること

アドレス： mail@f-togakuren.com

・ 総務委員会

内容：選手登録に関すること、支払いに関すること

アドレス： somu@f-togakuren.com

・ 競技委員会

内容：試合日程・会場に関すること、審判に関すること

アドレス： kyogi@f-togakuren.com

・ 広報委員会

内容：試合結果に関すること

アドレス： koho@f-togakuren.com

※財務委員会の設定はありません。支払いに関することは 総務委員会 までご連絡ください。

（２）緊急連絡先 ※主に試合運営時（連絡は監督または社会人運営委員からのみ）

常務理事 矢ヶ崎 080-5670-7561

競技委員長 長谷川 090-6007-3151

理事長 大嶽 080-2033-1158

副理事長 赤星 090-8564-0597

発信先の優先順



３．2023年度１・２部リーグ所属条件について

3.1 算定期間
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正式には「東京都大学サッカー連盟加盟大学規程」に記載されている条件となります。

以下は説明のために、規程の全文を記載しない場合や、編集している場合があります。

・1月～リーグカップ終了まで（リーグカップに関わる提出物終了まで）

（チャレンジリーグはリーグカップに参加しないが、カップ戦終了までにはリーグ戦が終了する）

・関東大学サッカー大会に出場するためには、1部リーグ終了時点で条件をクリアしている必要がある

3.2 社会人スタッフ

・「プロフィールシート」に記載された社会人監督または社会人スタッフが、マッチコーディネーションミー

ティング（MCM）に出席すること（全公式戦100%）

※80%以上の暫定措置は2021年で終了

3.3 社会人運営委員

・3.2に加えて、社会人監督または社会人運営委員が全公式戦のうち、60%以上の試合のマッチコー

ディネーションミーティング（MCM）に出席すること

3.4 試合開催

以下の条件の試合を年間3回以上、運営すること

・土、日曜日（月～金曜日の祝日除く）に２試合以上開催、運営すること

・「2試合以上」には、各日最低1試合は「1・2部リーグ」を含むこと

※チャレンジリーグ2試合は含まない（チャレンジリーグ所属チームは、この試合開催をする際は、

1・2部リーグ会場申請スケジュールにて申請する必要あり）

・会場、キックオフ時刻については、大会開催要項の記載条件による

3.5 提出期限

・提出物及び連絡について期限を順守し、遅延率が 10％未満 であること

3.6 試合運営

・試合運営マニュアルの記載通りに試合運営を行うこと。連盟が視察を行う場合がある



3.7 ペナルティポイント
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・各種不適切対応によるペナルティポイントが10ポイント未満であること

・各チームにとって直接的な損失がない（お詫びのみで終わる）内容に付与するものとする

・以下に例示する。ただし、この限りではない

チームに関すること 学生審判員に関すること

1ポイント ・試合運営に関することの不適切対応
→ＭＣＭに遅刻する
→メンバー表の提出時刻に遅れる
→キックオフ時間の遅延となる行動をする
（ベンチアウト遅れなど）

→登録されたユニフォーム等を着用してい
ない（アンダーシャツやテープ含む）

→ユニフォームを忘れによるカラー選択肢
の制限がされる

→新球ボールを用意していない
（チャレンジリーグ除く）

・連盟からの依頼事項への違反
（例：HP、SNS対応など）

・「試合運営マニュアル」に則らない
試合運営

・会場到着遅延により、ＭＣＭを欠席
する（事前連絡あり）
※やむを得ない理由は除くが、30分未
満の電車遅延証明は認められない

・審判用具を忘れる
（ワッペン、シャツ、副審フラッグ等）

2ポイント ・運営委員会に無断欠席する
※やむを得ない理由は除く

・会場提供連絡締切後に日時等を変更
する ※やむを得ない理由は除く

・審判担当を他大学へ依頼する（変更可
否は連盟側にて決定）
※やむを得ない理由は除く

・会場到着遅延により、キックオフ時刻
直前の到着またはキックオフ時刻に間に
合わず、役割変更（副審→第４審判
等）や審判員の変更が行われる（Ｍ
ＣＭまでに事前連絡あり）

※やむを得ない理由は除く

5ポイント ・試合日時（場所含む）のホームページ公
開後の変更
※やむを得ない理由は除く

・ＭＣＭまでに到着しておらず、事前連
絡もない

10ポイント ・監督会議に無断欠席する
※やむを得ない理由は除く



４．ホームページ・SNS等での発信について

4.1 各種リリースのタイミング、内容について
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・試合日程等については、連盟ホームページ更新後に各チームでもリリース可能となります。

内容は予めご連絡しますが、ホームページ等での発信は、リリースタイミングが異なりますので、

ご注意ください

・各チームへ連絡する内容とホームページにて一般公開する内容は一部異なる場合があります。

各チームでリリース可能な内容は、連盟ホームページに記載されている範囲内に限ります。

4.2 連盟ロゴ・アイコンについて

・ロゴ、アイコンは使用する場所の形に合う方をお使いください

・編集、変形させるすることは認められません

・ロゴ、アイコンの上に別の物を重ねることは認められません

4.3 ハッシュタグについて

・原則として、試合速報以外のSNS発信には4つのハッシュタグを記載をお願いします。

・文字数に制限がある場合、（１）のみは必ず記載してください。

（１） #jufatokyo

（２） #jufa

（３） #大学サッカー

（４） #都学連

ロゴ アイコン

【データ格納先】

https://drive.google.com/drive/folders/16IUuE1apieBeNrglTZGbRfaep8zF3BJG?usp=sharing

← このロゴは廃止となりました。使用不可となります

https://drive.google.com/drive/folders/16IUuE1apieBeNrglTZGbRfaep8zF3BJG?usp=sharing

