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コロナ禍影響によるＪリーグ規約規程改定案三段表
該当 条文 条文 現行条文 改定案 改定ポイント

Jリーグ

規約

3条の2

(新設）

Ｊリーグ新型

コロナウイルス

感染症対応ガ

イドラインの遵

守義務

-

Ｊリーグ関係者は、新型コロナウイルス感染症禍において感染拡大を最大限防止しなが

らＪリーグの活動を安全に行うことを目的として、理事会が定める「Ｊリーグ新型コロナウ

イルス感染症対応ガイドライン」（以下「新型コロナガイドライン」という）を遵守するもの

とする。

プロトコルの遵守義務を概

括的に明示

Jリーグ

規約

8条の2

(新設）

エントリー資格

認定委員会
-

(1) Ｊリーグは、第52条の２に定める公式検査の不備、検査不能等の事由により、

「2020明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」(以下「リーグ戦実施要

項」という)第13条第3項第1号に定める指定公式検査において陰性の結果が得られて

いない場合におけるエントリー資格の認定機関として、エントリー資格認定委員会を設置

する。

(2) エントリー資格認定委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が

定める「エントリー資格認定委員会規程」によるものとする。

エントリー資格認定委員会

の設立

Jリーグ

規約
14条

Ｊ１クラブの資

格要件

Ｊ１に属するチームを保有するＪクラブ（以下「Ｊ１クラブ」という）は、以下の要件を具備

するものでなければならない。なお、Ｊ１クラブの数は18以下とする。

① Ｊ１クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと

② 日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であること

Ｊ１に属するチームを保有するＪクラブ（以下「Ｊ１クラブ」という）は、以下の要件を具備

するものでなければならない。なお、Ｊ１クラブの数は18以下とする。ただし、2021年シー

ズンにおいては20以下とする

① Ｊ１クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと

② 日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であること

J2：2クラブ昇格・J1：0ク

ラブ降格に対応

Jリーグ

規約
15条

Ｊ２クラブの資

格要件

Ｊ２に属するチームを保有するＪクラブ（以下「Ｊ２クラブ」という）は、以下の要件を具備

するものでなければならない。なお、Ｊ２クラブの数は22以下とする。

① Ｊ１クラブライセンスまたはＪ２クラブライセンス（以下、両ライセンスを総称して「Ｊリーグ

クラブライセンス」という）の交付を受け、それが取り消されていないこと

② 日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であること

Ｊ２に属するチームを保有するＪクラブ（以下「Ｊ２クラブ」という）は、以下の要件を具備

するものでなければならない。なお、Ｊ２クラブの数は22以下とする。ただし、2021年シー

ズンにおいては24以下とする。

① Ｊ１クラブライセンスまたはＪ２クラブライセンス（以下、両ライセンスを総称して「Ｊリーグ

クラブライセンス」という）の交付を受け、それが取り消されていないこと

② 日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であること

J3：2クラブ昇格・J2：0ク

ラブ降格に対応

Jリーグ

規約

17条3項

5号
入会

(3)Ｊリーグへの入会を希望する百年構想クラブは、以下に掲げる要件をひとつでも充足して

いない場合には、入会することができない。

⑤入会直前年度のＪＦＬのリーグ戦におけるホームゲームの１試合平均入場者数が

2,000人を超えており、かつ、3,000人に到達することを目指して努力していると認められる

こと。なお、入場者数の算定は「2020明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施

要項」第39条第３項および第４項に基づいて行う

(3)Ｊリーグへの入会を希望する百年構想クラブは、以下に掲げる要件をひとつでも充足して

いない場合には、入会することができない。

⑤入会直前年度のＪＦＬのリーグ戦におけるホームゲームの１試合平均入場者数が

2,000人を超えており、かつ、3,000人に到達することを目指して努力していると認められる

こと。なお、入場者数の算定はリーグ戦実施要項第39条第３項および第４項に基づいて

行う

「2020明治安田生命Ｊ

１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試

合実施要項」が新設の8条

の2において定義されること

による修正

Jリーグ

規約

19条の2

（新設）

2020年シーズ

ンにおけるＪ１

クラブ・Ｊ２クラ

ブの入れ替え

-

(1) 第19条の定めにかかわらず、2020年シーズンにおけるＪ１クラブ・Ｊ２クラブの入

れ替えは、以下の定めに従う。

① Ｊ１からＪ２への降格は行わない

② Ｊ２における年間順位の上位２クラブがＪ１に昇格する

③ Ｊ１参入プレーオフは行わない

④ 第２号の定めにかかわらず、Ｊ２における年間順位の上位２クラブのうちＪ１クラブ

ライセンスの交付判定を受けられなかったＪ２クラブがあった場合は、当該Ｊ２クラブは

Ｊ１に昇格できない。この場合において、Ｊ２における年間順位３位以下のＪ２クラブ

がＪ１に昇格することはない。

(2) 前項の定めにかかわらず、2020年シーズン終了時点において、Ｊ２リーグ戦が第

40条の２に定めるリーグ戦成立要件を満たさなかった場合、Ｊ２クラブのＪ１への昇

格は行わない。

2020シーズンのJ1/J2間の

入れ替えに関する条文追

加

Jリーグ

規約

20条の２

（新設）

2020年シーズ

ンにおけるＪ２

クラブ・Ｊ３クラ

ブの入れ替え

-

(1) 第20条の定めにかかわらず、2020年シーズンにおけるＪ２クラブ・Ｊ３クラブの入

れ替えは、以下の定めに従う

① Ｊ２からＪ３への降格は行わない

② Ｊ３における年間順位の上位２クラブがＪ２に昇格する

③ 前号の定めにかかわらず、Ｊ３における年間順位の上位２クラブのうちＪリーグクラ

ブライセンスの交付判定を受けていないＪ３クラブがあった場合は、当該Ｊ３クラブはＪ

２に昇格できない。この場合において、Ｊ３における年間順位３位以下のＪ３クラブが

Ｊ２に昇格することはない

④ Ｊ１およびＪ２クラブが編成するＵ－２３チームがＪ３リーグに参加している場合

における本条の取り扱いについては、「Ｊ３リーグへ参加するＪ１およびＪ２クラブが編

成するＵ－２３チームに関する特則」によるものとする。

(2) 前項の定めにかかわらず、2020年シーズン終了時点において、Ｊ３リーグ戦が第

40条の２に定めるリーグ戦成立要件を満たさなかった場合、Ｊ３クラブのＪ２への昇

格は行わない。

2020シーズンのJ2/J3間の

入れ替えに関する条文追

加

Jリーグ

規約

27条の2

（新設）

リーグ戦安定

開催融資制度

の時限的措置

-

(1) Ｊリーグは、新型コロナウイルス感染症の影響で経営難に陥ったＪクラブの資金繰

りを支援する目的で、第27条第1項に定めるリーグ戦安定開催融資制度の時限的措置

をとるものとする。

(2) 前項の時限的措置の具体的内容については、理事会が定める「リーグ戦安定開催

融資規程に関する特則」によるものとする。なお、当該特則の有効期間中は、第27条第

２項のリーグ戦安定開催融資規程は適用しないものとする。

安定開催融資規程に関す

る特則を設けることに関する

条文追加

Jリーグ

規約
36条

ビジタークラブの

ための観客席

の確保

Jクラブは、対戦チームの所属するＪクラブ（以下「ビジタークラブ」という）を応援する観客の

ために、適正な数の席を確保しなければならない。

(1) Ｊクラブは、対戦チームの所属するＪクラブ（以下「ビジタークラブ」という）を応援する

観客のために、適正な数の席を確保しなければならない。

(2) 前項の定めは、第62条の２に定める入場制限試合が開催される場合には適用し

ない。

入場制限試合におけるビジ

ター席の確保義務免除を

追記

Jリーグ

規約
40条1項 公式試合

Ｊリーグにおける公式試合（本規約において「公式試合」という）とは、以下各号に定める

大会を構成する試合その他理事会が指定した試合をいう。

① Ｊ１リーグ戦

② Ｊ２リーグ戦

③ Ｊ３リーグ戦

④ リーグカップ戦

⑤ Ｊ１参入プレーオフ

⑥ スーパーカップ

Ｊリーグにおける公式試合（本規約において「公式試合」という）とは、以下各号に定める

大会を構成する試合その他理事会が指定した試合をいう。

① Ｊ１リーグ戦

② Ｊ２リーグ戦

③ Ｊ３リーグ戦

④ リーグカップ戦

⑤ Ｊ１参入プレーオフ（ただし、2020年シーズンは行われない）

⑥ スーパーカップ

参入PO取りやめに対応

Jリーグ

規約

40条の2

（新設）

リーグ戦の成立

要件
-

リーグ戦は、それぞれのリーグにおける年間予定総試合数の75％以上が開催され、かつ

当該リーグの全てのクラブについて年間予定総試合数の50％以上が開催された場合に

成立するものとする。なお、リーグ戦の成立は、リーグごとに個別に判定するものとする。ま

た、本条の「開催」には、第63条第２項第３号に基づき成立した試合および第64条に

基づき敗戦とみなされる試合を含む。

リーグ戦成立要件を明示

Jリーグ

規約
41条2項 参加義務等

以下に該当するＪクラブは翌シーズンにＡＦＣが開催するＡＦＣチャンピオンズリーグに参

加しなければならない。

① Ｊ１リーグ戦優勝クラブ

② 天皇杯優勝クラブ

③ Ｊ１リーグ戦年間順位２位クラブ

④ Ｊ１リーグ戦年間順位３位クラブ

⑤ Ｊ１リーグ戦年間順位４位クラブ（天皇杯優勝クラブとＪ１リーグ戦優勝、２位または

３位クラブのいずれかが重複した場合のみ）

以下に該当するＪクラブは翌シーズンにＡＦＣが開催するＡＦＣチャンピオンズリーグに参

加しなければならない。ただし、Ｊ１リーグ戦が第40条の２に定めるリーグ戦成立要件を

満たさなかった場合または天皇杯が中止もしくは不成立になるなど以下各号に基づく決

定が困難な事情がある場合、理事会においてその取扱いを決定する。

① Ｊ１リーグ戦優勝クラブ

② 天皇杯優勝クラブ

③ Ｊ１リーグ戦年間順位２位クラブ

④ Ｊ１リーグ戦年間順位３位クラブ

⑤ Ｊ１リーグ戦年間順位４位クラブ（天皇杯優勝クラブとＪ１リーグ戦優勝、２位または

３位クラブのいずれかが重複した場合のみ）

成立要件を満たさない場合

等における対応のためただし

書きを追加
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コロナ禍影響によるＪリーグ規約規程改定案三段表
該当 条文 条文 現行条文 改定案 改定ポイント

Jリーグ

規約

52条の2

（新設）

新型コロナウイ

ルス感染症に

関する公式検

査

-

(1) 新型コロナウイルス感染症禍において公式試合を安全に実施することを目的として、

Ｊリーグは、新型コロナウイルス感染症に関する公式検査（以下「公式検査」という）の

機会を提供するものとする。

(2) Ｊクラブは、公式検査を受検する者のリストをＪリーグに提出するものとし、当該リ

ストに記載された者に対して公式検査を受検させなければならないものとする。

(3) 公式検査の実施方法、検査対象者の選定その他公式検査の詳細に関する事項

は、本規約および関連する諸規程に別段の定めのあるものを除き、Ｊリーグが別途定め

る「Ｊリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」によるものとする。

公式検査に関する条文追

加

Jリーグ

規約

52条の３

(新設）

公式検査の中

断
-

(1) チェアマンは、日本国内における国民に対する医療資源の提供状況等の諸般の事

情に鑑み、公式検査の中断を決定することができる。

(2) 前項に基づき公式検査の中断が決定したときは、当該決定がチェアマンによって解

除されるまでの期間、第52条の２、リーグ戦実施要項第13条第３項第１号および同

第13条の２の各規定は適用されない。

公式検査の中断の可能性

の明示

Jリーグ

規約
57条3項

試合の日時ま

たは場所の変

更

国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害等のやむを得ない特別の事情がある場

合において、チェアマンは、前２項の定めにかかわらず、開催の日時または場所を変更するこ

とができる。

国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害、新型コロナウイルス感染症を含むパン

デミック等のやむを得ない特別の事情がある場合において、チェアマンは、前２項の定めにか

かわらず、開催の日時または場所を変更することができる。なお、試合当日における本項に

基づく開催の日時または場所の変更は、キックオフ時刻の150分前までに限るものとし、

以降の試合中止の判断は、第62条の定めに従うものとする。

コロナの影響による日程変

更が本条に基づくこと及び

本条の適用範囲を明示

Jリーグ

規約
61条

マッチコミッショ

ナー

(3)マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。

① キックオフ時刻の150分前までにスタジアムに到着すること

② キックオフ時刻の70分前に双方のＪクラブの監督、実行委員および運営担当

（正）ならびに主審、副審、追加副審、第４の審判員、ビデオアシスタントレフェリー

（以下「ＶＡＲ」という）およびアシスタントＶＡＲ（以下、総称して「審判員」という）

を集め、マッチ・コーディネーション・ミーティングを開催すること

③ リーグカップ戦の延長戦終了後に行うＰＫにおいて、試合終了後、使用したゴールを決

定した理由を主審に確認すること

④ 試合終了後24時間以内にＪリーグに「Ｊリーグマッチコミッショナー報告書」を発信するこ

と

⑤ 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合

に、所定の手続きにより「Ｊリーグマッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかにチェアマンに提

出すること

⑥ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること

⑦ 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと

(3) マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。

① キックオフ時刻の150分前までにスタジアムに到着すること

② リーグカップ戦の延長戦終了後に行うＰＫにおいて、試合終了後、使用したゴールを決

定した理由を主審に確認すること

③ 試合終了後24時間以内にＪリーグに「Ｊリーグマッチコミッショナー報告書」を発信するこ

と

④ 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合

に、所定の手続きにより「Ｊリーグマッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかにチェアマンに提

出すること

⑤ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること

⑥ 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと

・マッチコーディネーション

MTGを行わないため削除

・VAR中止につき審判も削

除

Jリーグ

規約
62条

試合の中止の

決定

試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジタークラブの

実行委員（またはＪリーグ規約第51条第２項第１号に基づくその代理人）の意見を参

考のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場

合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。

(1) 公式試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジ

タークラブの実行委員（またはＪリーグ規約第51条第２項第１号に基づくその代理人。次

項において同じ）の意見を参考にして決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない

事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議

のうえ決定する。

(2) 前項の定めにかかわらず、公式試合が、新型コロナウイルス感染症の影響により以

下各号のいずれかに該当する場合、当該試合は中止される。

① リーグ戦実施要項第13条の３第３号の規定により、チェアマンが試合を中止したとき

② 審判員が新型コロナウイルス感染症の影響を受けてその職務を遂行することができな

くなった場合であって、リーグ戦実施要項第20条第３項の定めに従った協議にもかかわ

らず、公式試合を担当する主審および副審計３名を確保できないとチェアマンが判断し

たとき

試合中止の類型を整理し

明確化

Jリーグ

規約

62条の２

（新設）

観客の入場を

制限する試合

の決定

-

新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ないと判断される場合、チェアマンは、Ｊ

クラブと協議の上、公式試合の観客の入場を一部または全部制限する旨の決定を下す

ことができる。当該入場が制限される試合を、以下「入場制限試合」という。

リモートマッチ・観客席制限

試合の実施決定について、

クラブと協議の上チェアマン

が決定する旨を明示

Jリーグ

規約
63条

不可抗力によ

る中止

公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチー

ムの責にも帰すべからざる事由（以下「不可抗力」という）により開催不能または中止となっ

た場合には、当該試合の取り扱いについては、次の各号からチェアマンが決定する。

① 90分間の再試合

② 中止時点からの再開試合

③ 中止時点での試合成立

(1) 公式試合が、キックオフ前に悪天候、地震等の天災地変、公共交通機関の不通、

新型コロナウイルス感染症を含むパンデミックその他いずれのチームの責にも帰すべからざ

る事由（以下「不可抗力」という）により第62条の規定に基づいて中止となった場合、

当該試合の開催の日時および場所は、チェアマンが決定するものとする。

(2) 公式試合が、キックオフされた後に、不可抗力により第62条の規定に基づいて中止

となった場合、当該試合の取り扱い（再試合または再開試合の日時および場所を含む）

については、次の各号からチェアマンが決定する。

① 90分間の再試合

② 中止時点からの再開試合

③ 中止時点での試合成立

(3) 第１項により中止となった公式試合の変更日時および変更場所または前項に基づ

く再試合もしくは再開試合の日時および場所が当該シーズン中に確保できないとチェアマ

ンが判断した場合、当該試合は開催されない。

中止が決定されたタイミング

に応じて、当該試合の取り

扱いを明確化

Jリーグ

規約
64条

敗戦とみなす

場合

公式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となった場合には、

その帰責事由あるチームは、原則として０対３で敗戦したものとみなす。

公式試合が、一方のチームの責に帰すべき事由により、第62条第１項の定めに従い中

止となった場合には、当該試合は開催されたものとみなし、その帰責事由あるチームは、原

則として０対３で敗戦したものとみなす。

64条がコロナに関係しない

場合にのみ適用されることを

明確化

Jリーグ

規約
77条

不可抗力によ

る試合中止等

の場合の費用

の負担

すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止と

なった場合には、ホームクラブにおいて発生した第75条第１号から第４号までの費用および

入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費（「旅費規

程」第２条の範囲に限る）の増額分は、Ｊリーグが負担する。ただし、第63条第３号の決

定により、中止時点で試合が成立した場合は除く。

すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により中止となった場合には、

ホームクラブにおいて発生した第75条第１号から第４号までの費用および入場料金払戻し

手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費（「旅費規程」第２条の範

囲に限る）の増額分は、Ｊリーグが負担する。ただし、第63条第２項第３号の決定によ

り、中止時点で試合が成立した場合は除く。

「開催不能」を削除

条文番号修正

Jリーグ

規約

77条の2

（新設）

入場制限試合

の場合の費用

負担

-

すでに入場券を販売している公式試合が、第62条の２の定めに従い入場制限試合と

なった場合、ホームクラブにおいて発生した入場料金払戻し手数料は、Ｊリーグが負担す

る。

77条が予定していない、入

場制限試合のチケット払い

戻しについて、Jリーグが補

填する旨を明示

Jリーグ

規約
78条

帰責事由ある

クラブの費用の

補償

(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、

ホームクラブは、ビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。

(2) ビジタークラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場

合、ビジタークラブは、ホームクラブに発生した必要経費および入場料金払戻し手数料ならび

に交通費・宿泊費を補償しなければならない。

(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が中止となった場合、ホームクラブは、ビ

ジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。

(2) ビジタークラブの責に帰すべき事由により公式試合が中止となった場合、ビジタークラブ

は、ホームクラブに発生した必要経費および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊

費を補償しなければならない。

「開催不能」を削除

Jリーグ

規約
79条 協会納付金

ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の３％相当額をその試合の属する大

会が終了した後、別に定める方法にてＪリーグへ報告し、請求書発行日から60日以内に協

会に納付しなければならない。

ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の３％相当額（以下「協会給付金」

という）をその試合の属する大会が終了した後、別に定める方法にてＪリーグへ報告し、請

求書発行日から60日以内に協会に納付しなければならない。

協会納付金を定義

Jリーグ

規約

79条の２

（新設）

2020年シーズ

ンにおける協会

納付金の例外

-
第79条の定めにかかわらず、2020年シーズンに限り、ホームクラブは協会給付金の納

付義務を負わない。

2020年シーズンにおける協

会納付金の免除について

明示
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Jリーグ

規約
80条 収支報告

Ｊクラブは、Ｊリーグから試合収支および／または大会収支にかかる決算書の提出を要請さ

れたときは、Ｊリーグが定めた期限までに提出しなければならない。

Ｊクラブは、Ｊリーグから試合収支および／または大会収支（第40条の２の定めにより不

成立になった大会収支を含む）にかかる決算書の提出を要請されたときは、Ｊリーグが定め

た期限までに提出しなければならない。

大会が不成立になった場合

の収支の扱いを明示

Jリーグ

規約
82条

リーグ表彰

⇒表彰

Ｊリーグは、リーグ戦およびリーグカップ戦等に関し、チーム、選手、監督および審判員等の表

彰を行う。

Ｊリーグは、リーグ戦およびリーグカップ戦等に関し、チーム、選手、監督ならびに主審、副

審、追加副審および第４の審判員（以下総称して「審判員」という）等の表彰を行う。

ただし、第40条の２に定めるリーグ戦成立要件を満たさなかった場合、当該リーグについ

ては表彰を行わない。

VAR削除に伴う定義条文

削除（61条3項）に伴

い、定義規定を移動

リーグ戦不成立時には表彰

しない旨明示

リーグ戦

実施要項

4条3項

（新設）

スタジアムにお

ける告知等
-

前２項の規定は、Ｊリーグ規約第62条の２に定める入場制限試合を開催する場合は

適用せず、かかる試合においてはＪリーグが定める「新型コロナウイルス感染症対応ガイ

ドライン」(以下「コロナガイドライン」という)に従い告知またはイベント等を行うものとす

る。

入場制限試合における告

知等について、ガイドライン

に従う旨を明示

リーグ戦

実施要項
7条 大会方式 リーグ戦の大会方式は、ホーム＆アウェイ方式による２回戦総当たりとする。

リーグ戦の大会方式は、ホーム＆アウェイ方式による２回戦総当たりとする。なお、リーグ戦

の成立要件は、Ｊリーグ規約第40条の２に定める通りとする。

大会要件を明示した規約

40条の２をリファーするなお

書を追記

リーグ戦

実施要項
10条

出場資格を得

るための追加

登録期限

2020年９月18日までに協会への選手登録およびＪリーグ登録を完了した選手のみが、試

合への出場資格を有する。

2020年11月６日までに協会への選手登録およびＪリーグ登録を完了した選手のみが、

試合への出場資格を有する。
登録期限延長による修正

リーグ戦

実施要項
13条1項 エントリー

双方のチームは、各試合において、キックオフの150分前までに「Ｊリーグメンバー提出用紙」

に必要事項を記入し、ホームクラブの運営担当に提出（以下「エントリー」という）しなけれ

ばならない。

双方のチームは、各試合において、キックオフ時刻の150分前までに「Ｊリーグメンバー提出

用紙」に必要事項を記入し、ホームクラブの運営担当に提出（以下「エントリー」という）し

なければならない。

表現の整理

リーグ戦

実施要項

13条3項

（新設)
エントリー -

(3) 前項に定める各試合にエントリーできる者は、以下各号に定める要件をいずれも満

たす者に限られるものとする。ただし、チームスタッフのうち、ドクターについては第１号の

規定を適用しないものとする。

① Ｊリーグ規約第52条の２に定める新型コロナウイルス感染症に関する公式検査（以

下「公式検査」という）のうち、エントリーする各試合に対して予め指定された検査（以下

「指定公式検査」という。）において陰性判定を得ていること

② エントリー時点で体温が37.5度未満であること

③ いわゆる濃厚接触者の認定や入国制限地域からの入国等により、公的機関から自宅

待機等の指示を受けている状態でないこと

エントリー要件の明示

リーグ戦

実施要項

13条の2

（新設）

エントリー資格

認定委員会に

よる認定

-

(1) Ｊクラブ（指定公式検査の受検者を含む)の責に帰すべからざる事由により以下各

号に定めるいずれかの場合に該当したために、第13条第３項第１号に定める指定公式

検査において陰性の結果が得られない場合、当該Ｊクラブは、所定の方法によりＪリー

グに申請の上、エントリー資格認定委員会の判断を求めることができる。

① やむを得ない事情により指定公式検査の受検が困難である場合

② 指定公式検査において、受検不能、検査遅滞、検査異常等が生じたため検査結果

が得られない場合

(2) 前項に定めるＪクラブからＪリーグへの申請は、各試合の指定公式検査の都度Ｊ

リーグが指定する期限までに行われなければならない。

(3) エントリー資格認定委員会は、以下の各号の事情を斟酌し、エントリーの可否を判

断する。

① ＰＣＲ検査で陽性判定を受けた者への就業制限の解除について公的機関が定めた

基準の充足状況

② 公式検査と別に実施した検査（行政検査を含む）の結果

③ その他エントリー資格認定委員会が認める特段の事情

(4) 前項のエントリー資格認定委員会の判断の結果、エントリー可能と認定された者

は、第13条第３項第１号の要件を満たすものとみなす。

(5) 前４項に定めるほか、エントリー資格認定委員会の判断に関する手続きは、「エント

リー資格認定委員会規程」の定めるところによる。

エントリー要件の明示

リーグ戦

実施要項

13条の3

（新設）

新型コロナウイ

ルス感染症の

影響下での試

合開催可否判

断方法

-

公式試合を行うチームがエントリーする時点においてＪリーグ登録している選手に、新型

コロナウイルス感染症の陽性判定を受けた者または第13条第３項第３号に定める状態

の者が存在する場合または存在することが見込まれる場合、当該チームが行う公式試合

の開催可否の判断は、以下各号の定めに従う。

① 当該チームにおけるエントリー可能な選手の人数が、トップチーム登録（Ｊ３に参加

するＵ－２３チームについては第２種トップ可および特別指定選手を含む）の選手14

名（ゴールキーパー１名を含む。以下「基準選手人数」という）以上である場合、当該

試合は予定通り開催される

② 当該試合開催の２日前の正午時点からエントリー開始時点までの間に基準選手人

数に満たない可能性がある場合、当該チームは直ちにＪリーグに連絡のうえ、試合開催

に向けて最大限努力しなければならない

③ 前号の努力にもかかわらず、当該試合の開催が困難であるとチェアマンが判断した場

合、当該試合は中止することができる

エントリー時点における試合

開催基準人数の明示と、そ

の後の手続きに関する取り

決めの明示

リーグ戦

実施要項

16条11項

（新設）

フィールド内の

チーム要員
-

(11) 前各項に定めるほか、フィールド周辺においては、コロナガイドラインの定めるところ

に従い、最大限感染防止のための行動をとるよう努めるものとする。

プロトコルとの接合条文を追

記

リーグ戦

実施要項
19条1項

年間順位の決

定

リーグ戦が終了した時点で、勝点（勝利３点、引き分け１点、敗戦０点）の合計が多い

Ｊクラブを上位とし、Ｊ１リーグ戦、Ｊ２リーグ戦およびＪ３リーグ戦それぞれ年間順位を決

定する。ただし、勝点が同一の場合は、次の各号の順序により決定する。

① 全試合の得失点差

② 全試合の総得点数

③ 該当するＪクラブ間の対戦成績（イ．勝点 ロ．得失点差 ハ．総得点数）

④ 全試合の反則ポイント

⑤ 抽選

リーグ戦が終了した時点で、勝点（勝利３点、引き分け１点、敗戦０点）の合計が多い

Ｊクラブを上位とし、Ｊ１、Ｊ２およびＪ３それぞれ年間順位を決定する。ただし、勝点が

同一の場合は、次の各号の順序により決定する。

① 全試合の得失点差

② 該当するＪクラブ間の対戦成績（イ．勝点 ロ．得失点差 ハ．総得点数）。ただし、

ホーム＆アウェイの２試合を実施していない場合、本号は適用しない

③ 全試合の勝利数

④ 全試合の総得点数

⑤ 全試合の反則ポイント

⑥ 抽選

年間順位決定方法の改定

案反映

リーグ戦

実施要項
19条2項

年間順位の決

定
前項第４号の反則ポイントの計算は以下の通りとする。 前項第５号の反則ポイントの計算は以下の通りとする。 条ずれ対応

リーグ戦

実施要項
19条3項

年間順位の決

定

第１項第５号の抽選は、昇降格の決定に関わる等の場合であって、順位の優劣を確定さ

せる必要があると理事会が判断したときに限り実施される。

第１項第６号の抽選は、昇格の決定に関わる等の場合であって、順位の優劣を確定させ

る必要があると理事会が判断したときに限り実施される。

条ずれ対応

降格削除

リーグ戦

実施要項
19条6項

年間順位の決

定
-

Ｊリーグ規約第40条の２に定めるリーグ戦成立要件を満たさないリーグがある場合、当

該リーグについては年間順位を決定しないものとし、その取扱いについては、本実施要項

に別段の定めのある場合を除き、理事会で決定する。

成立要件を満たさない場合

年間順位を決定しない旨を

追加

リーグ戦

実施要項
20条4項 審判員 略（審判員の手当て） 略（審判員の手当て）VAR/AVAR削除

VAR中止に伴い手当の条

文削除

リーグ戦

実施要項

20条5項

2号イ.
審判員 略（審判員の手当て） 略（審判員の手当て）VAR/AVAR削除

VAR中止に伴い手当の条

文削除

リーグ戦

実施要項
23条 試合球

ホームクラブは、キックオフ時刻の120分前までにＪリーグの指定する試合球を７個用意し、

試合をマルチボールシステムにて行う。

ホームクラブは、キックオフ時刻の120分前までにＪリーグの指定する試合球を最低７個用

意し、試合をマルチボールシステムにて行う。

人員減少に対応するボール

数増を容認

リーグ戦

実施要項
24条

試合運営に関

する義務

Ｊクラブは、Ｊリーグ規約第51条の定めに従い、安全かつ適切に試合を運営しなければなら

ない。

Ｊクラブは、Ｊリーグ規約第51条の定めおよびコロナガイドラインに従い、安全かつ適切に

試合を運営しなければならない。

プロトコルとの接合条文を追

記
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リーグ戦

実施要項

28条3項/

4項

マッチコミッショ

ナー

(3)マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。

手当て：30,000円

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による

(4)前項の定めにかかわらず、試合が中止された場合のマッチコミッショナーの手当て等は以

下のとおりとする。

① マッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合

手当て：なし

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による（移動が伴った場合にのみ支払い）

② マッチコミッショナーが試合会場に到着した後、試合開始前に中止が決定した場合

手当て：20,000円

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による

③ 試合途中に中止が決定した場合

手当て：30,000円

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による

(3)マッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。

手当て：20,000円

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による

(4)前項の定めにかかわらず、試合が中止された場合のマッチコミッショナーの手当て等は以

下のとおりとする。

① マッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合

手当て：なし

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による（移動が伴った場合にのみ支払い）

② マッチコミッショナーが試合会場に到着した後、試合開始前に中止が決定した場合

手当て：13,000円

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による

③ 試合途中に中止が決定した場合

手当て：20,000円

交通費・宿泊費：Ｊリーグの「旅費規程」による

マッチコミッショナーの報酬減

額の反映

リーグ戦

実施要項
29条1項

試合の中止お

よび中断の決

定

試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジタークラブの

実行委員（またはJリーグ規約第51条第２項第１号に基づくその代理人）の意見を参考

のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合

は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。

試合の中止は、Ｊリーグ規約第62条またはＪリーグ規約第57条第３項の定めに従い、

それぞれ決定する。

2種の中止決定パターンが

あることを前提に修正

リーグ戦

実施要項
30条

スタジアムへの

到着

原則として双方のチームはバスを使用し、キックオフ時刻の70分前までにスタジアムに到着し

なければならない。

原則として双方のチームはバスを使用し、キックオフ時刻の70分前までにスタジアムに到着し

なければならない。ただし、Ｊリーグ規約第62条の２に定める入場制限試合におけるスタ

ジアムへの到着方法については、コロナガイドラインの定めに従うものとする。

入場制限時の自家用車使

用の例外扱いを念頭にただ

し書き追記

リーグ戦

実施要項
32条3項

エントリー後の

選手変更
-

前２項により変更できる選手およびチームスタッフは、第13条第３項各号に定める要件

を全て満たす者に限られるものとする。ただし、チームスタッフのうち、ドクターについてはこ

の限りではない。

エントリー要件がエントリー

変更者にも及ぶことを明示

リーグ戦

実施要項
32条4項

エントリー後の

選手変更

前２項に定める変更が承認された場合、マッチコミッショナーは承認後、相手チーム等へすみ

やかに連絡しなければならない。

前３項に定める変更が承認された場合、マッチコミッショナーは承認後、相手チーム等へすみ

やかに連絡しなければならない。
条文変更に対応した修正

リーグ戦

実施要項
33条 選手の交代

試合中の選手の交代は、次の各号のとおりとする。

① 選手の交代は、３名以内とする

② 交代は、退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ、行わなければならない

試合中の選手の交代は、次の各号のとおりとする。

① 選手の交代は、５名以内とする

② 選手の交代は、１試合合計３回以内（ただし、ハーフタイムを除く）とする

③ 交代は、退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ、行わなければならない

交代枠変更に対応

リーグ戦

実施要項
34条

開催不能また

は中止となった

試合の記録

⇒中止となった

試合の記録

開催不能または中止となり、Ｊリーグ規約第63条に基づき当該試合の取り扱いが決定した

場合、試合の出場および得点の取り扱いについては、次の各号に定める。

① 90分間の再試合の場合は公式記録として記録されない。ただし、当該開催不能または

中止試合において、Ｊリーグ規約第133条第１号に定める違反行為が行われた疑いがある

場合、同第134条に従って当該行為に対する調査、審議および懲罰の決定が行われる

② 中止時点から試合を再開する場合は、中止時点までの記録を継承した上で再開試合

を行い、当該再開試合が終了し試合が成立した時点で公式記録として記録される

③ 中止時点で試合が成立した場合は当該試合が公式記録として記録される

公式試合が、キックオフされた後に不可抗力により中止となり、Ｊリーグ規約第63条第２

項に基づき当該試合の取り扱いが決定した場合、試合の出場および得点の取り扱いについ

ては、次の各号に定める。

① 90分間の再試合の場合は公式記録として記録されない。ただし、当該中止試合におい

て、Ｊリーグ規約第133条第１号に定める違反行為が行われた疑いがある場合、同第

134条に従って当該行為に対する調査、審議および懲罰の決定が行われる

② 中止時点から試合を再開する場合は、中止時点までの記録を継承した上で再開試合

を行い、当該再開試合が終了し試合が成立した時点で公式記録として記録される

③ 中止時点で試合が成立した場合は当該試合が公式記録として記録される

「開催不能」を削除

規約の条文変更に対応

リーグ戦

実施要項
34条の２ 大会不成立の場合の記録-

Ｊリーグ規約第40条の２に定めるリーグ戦成立要件を満たさない場合であっても、開催

された試合は公式記録として記録される。

成立要件を満たさない場合

の公式記録の取り扱い

リーグ戦

実施要項
35条

入場料金の払

い戻し

入場料金の払い戻しは、原則として次の各号の場合に行う。

① 試合が不可抗力により開催不能または中止となった場合

② 試合前に、いずれかのチームの責に帰すべき事由により試合が開催不能となった場合

入場料金の払い戻しは、原則として次の各号の場合に行う。

① 試合が不可抗力により中止となった場合

② 試合前に、いずれかのチームの責に帰すべき事由により試合が中止となった場合

③ Ｊリーグ規約第62条の２に定める入場制限試合が開催された場合（ただし、払い

戻しの範囲は観客の入場制限の実施態様によって決定する）

入場制限試合の場合の払

い戻しを追記

リーグ戦

実施要項

36条1項

4号
係員

ホームクラブは、試合実施を円滑に進行するため、次の各号の補助係員をおき、必要な業

務を行わせる。

④ 担架要員（８名、担架を２台用意しておくこと）

ホームクラブは、試合実施を円滑に進行するため、次の各号の補助係員をおき、必要な業

務を行わせる。

④ 担架要員（最大８名、担架を２台用意しておくこと）

人員削減のため担架要員

の原因を許可（クラブ判

断）

リーグ戦

実施要項
36条2項 係員

ホームクラブは、マッチコミッショナーが円滑に業務を行うため、ホームクラブの運営担当との交

信が可能な通信機器を持ち合わせた補助係員をおかなければならない。

ホームクラブは、マッチコミッショナーが円滑に業務を行うため、ホームクラブの運営担当との交

信が可能な通信機器を持ち合わせた補助係員をおくことができる。
補助係員の設置任意化

リーグ戦

実施要項
37条の２ VARの実施

ＶＡＲを採用する試合のホームゲームを主管するＪクラブは、ＶＡＲ実施のため、試合中

および前後にＪリーグまたはＪリーグが指定する事業者が円滑に業務を行うため、以下の各

号に定める事項について、協力しなければならない。

① Ｊリーグスタジアム基準第Ⅲ項〔諸室・スペース〕第１項第６号に定めるＶＡＲ用カメラ

設置スペースおよび第Ⅳ項〔アクセス関係〕第２項第11号に定める駐車場を含む、スタジア

ムへの機材の搬入搬出、設営および撤去における安全の確保

② 業務上立ち入りが必要な競技関連エリア（ピッチ周辺、審判控室等）への立入許可

③ 試合メンバー表の配布など試合情報の速やかな伝達

④ 荒天時等の試合開催可否判断に関する速やかな情報共有

削除 VAR中止に伴い削除

リーグ戦

実施要項

38条3項

（新設）

取材メディア対

応
-

前項の定めにかかわらず、Ｊリーグ規約第62条の２に定める入場制限試合におけるＪ

クラブの取材メディア対応は、コロナガイドラインの定めに従うものとする。

入場制限試合における取

材対応について明示

リーグ戦

実施要項
39条1項 公式記録

記録員は、所定の公式記録用紙により試合記録を作成し、試合終了後、内容確認のため

マッチコミッショナー、主審およびホームクラブの運営担当（正）の署名を受けたのち、すみや

かに取材メディア関係者等に配布する。

記録員は、所定の公式記録用紙により試合記録を作成し、試合終了後、内容確認のため

マッチコミッショナー、主審およびホームクラブの運営担当（正）の署名を受けたのち、すみや

かに取材メディア関係者等に配布または配信する。

感染防止の観点から、スタ

ジアムでの配布ではなく配

信での対応となるため修正

リーグ戦

実施要項
45条 収支報告

Ｊクラブは、Ｊリーグから試合収支および／または大会収支かかる決算書の提出を要請され

たときは、Ｊリーグが定めた期限までに提出しなければならない。

Ｊクラブは、Ｊリーグから試合収支および／または大会収支（Ｊリーグ規約第40条の２の

定めにより不成立になった大会収支を含む）にかかる決算書の提出を要請されたときは、

Ｊリーグが定めた期限までに提出しなければならない。

成立要件を満たさない場合

の大会収支の取り扱い

ルヴァン杯

実施要項
- - - 要検討

【要検討】

6月23日の決議を受けて、

7月理事会にて改定予定

参入PO

実施要項
- - - 規程ごと削除 参入PO取りやめに対応
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コロナ禍影響によるＪリーグ規約規程改定案三段表
該当 条文 条文 現行条文 改定案 改定ポイント

Jリーグ

表彰規程
2条 年間表彰

(1) Ｊ１リーグ戦における年間順位より、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与す

る。

①優勝：賞金 300,000,000円、Ｊリーグ杯（優勝銀皿）、日本サッカー協会会長杯、

メダル、チャンピオンフラッグ

②２位：賞金 120,000,000円、Ｊリーグ杯（準優勝銀皿）

③３位：賞金 60,000,000円

(2) Ｊ２リーグ戦における年間順位により、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与す

る。

①優勝：賞金 20,000,000円、Ｊリーグ杯（優勝銀皿）

②２位：賞金 10,000,000円、Ｊリーグ杯（準優勝銀皿)

③３位：賞金 5,000,000円

(3) Ｊ３リーグ戦における年間順位により、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与す

る。

①優勝：賞金 5,000,000円、Ｊリーグ杯

②２位：賞金 2,500,000円

(1) Ｊ１リーグ戦における年間順位より、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与す

る。

①優勝：賞金 150,000,000円、Ｊリーグ杯（優勝銀皿）、日本サッカー協会会長

杯、

メダル、チャンピオンフラッグ

②２位：賞金 60,000,000円、Ｊリーグ杯（準優勝銀皿）

③３位：賞金 30,000,000円

(2) Ｊ２リーグ戦における年間順位により、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与す

る。

①優勝：賞金 10,000,000円、Ｊリーグ杯（優勝銀皿）

②２位：賞金 5,000,000円、Ｊリーグ杯（準優勝銀皿)

③３位：賞金 2,500,000円

(3) Ｊ３リーグ戦における年間順位により、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与す

る。

①優勝：賞金 2,500,000円、Ｊリーグ杯

②２位：賞金 1,250,000円

賞金を50%減額

Jリーグ

表彰規程
3条

フェアプレー賞

（高円宮杯）

(1) Ｊ１リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が34ポイント以下の反則ポイント数最

少チームに対し、高円宮杯を授与する。

(2) Ｊ１リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が34ポイント以下のチームに対し、フェ

アプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイントが少ない上位３チームに対しそれぞれ金

5,000,000円の賞金を授与する。

(3) Ｊ２リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が42ポイント以下のチームに対し、フェ

アプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイント数最少チームに対し金2,500,000円の

賞金を授与する。

(4) Ｊ３リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が32ポイント以下のチームに対し、フェ

アプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイント数最少チームに対し金1,000,000円の

賞金を授与する。

(5) 前４項にいう反則ポイントの計算は、「２０２０明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リー

グ戦試合実施要項」第19条第２項に定める計算方法に基づいて行う。

(6) 第２項に定める反則ポイントが少ない上位３チームに該当するチームが４以上ある場

合、上位のチームから順に金5,000,000円ずつ配分するものとする。ただし、上位から数え

たチーム数の合計が４以上となる順位のチームについては、賞金額の残額を同順位のチーム

で均等配分する。

(1) Ｊ１リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が34ポイント以下の反則ポイント数

最少チームに対し、高円宮杯を授与する。

(2) Ｊ１リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が34ポイント以下のチームに対し、フェ

アプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイントが少ない上位３チームに対しそれぞれ金

2,500,000円の賞金を授与する。

(3) Ｊ２リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が42ポイント以下のチームに対し、フェ

アプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイント数最少チームに対し金1,250,000円の

賞金を授与する。

(4) Ｊ３リーグ戦における反則ポイントの年間合計数が32ポイント以下のチームに対し、フェ

アプレー賞として記念品等を授与し、反則ポイント数最少チームに対し金500,000円の賞

金を授与する。

(5) 前４項にいう反則ポイントの計算は、「２０２０明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リー

グ戦試合実施要項」第19条第２項に定める計算方法に基づいて行う。

(6) 第２項に定める反則ポイントが少ない上位３チームに該当するチームが４以上ある場

合、上位のチームから順に金2,500,000円ずつ配分するものとする。ただし、上位から数え

たチーム数の合計が４以上となる順位のチームについては、賞金額の残額を同順位のチー

ムで均等配分する。

賞金を50%減額

Jリーグ

表彰規程
4条 個人表彰

(1) Ｊ１リーグ戦を通じて次の各賞を選考し、次のとおり賞金および記念品を授与する。

①最優秀選手賞：賞金 2,000,000円、記念品

②優秀選手賞：メダル

③ ベストイレブン：賞金 1,000,000円、記念品

④得　点　王：賞金 1,000,000円、記念品

⑤最優秀ゴール賞：賞金 500,000円、記念品

⑥ベストヤングプレーヤー賞：賞金 500,000円、記念品

⑦フェアプレー個人賞：賞金 500,000円、記念品

⑧優勝監督賞：賞金 1,000,000円、記念品

⑨優秀監督賞：賞金 500,000円、記念品

⑩最優秀主審賞：記念品

⑪最優秀副審賞：記念品

(2) Ｊ２リーグ戦を通じて次の各賞を選考し、以下の通り賞金および記念品を授与する。

①最多得点者：記念品

②優勝監督賞：賞金 500,000円、記念品

③優秀監督賞：賞金 250,000円、記念品

(3) Ｊ３リーグ戦を通じて次の各賞を選考し、以下の通り賞金または記念品を授与する。

①最多得点者：記念品

②優勝監督賞：賞金 200,000円、記念品

③優秀監督賞：賞金 100,000円、記念品

(1) Ｊ１リーグ戦を通じて次の各賞を選考し、次のとおり賞金および記念品を授与する。

①最優秀選手賞：賞金 1,000,000円、記念品

②優秀選手賞：メダル

③ ベストイレブン：賞金 500,000円、記念品

④得　点　王：賞金 500,000円、記念品

⑤最優秀ゴール賞：賞金 250,000円、記念品

⑥ベストヤングプレーヤー賞：賞金 250,000円、記念品

⑦フェアプレー個人賞：賞金 250,000円、記念品

⑧優勝監督賞：賞金 500,000円、記念品

⑨優秀監督賞：賞金 250,000円、記念品

⑩最優秀主審賞：記念品

⑪最優秀副審賞：記念品

(2) Ｊ２リーグ戦を通じて次の各賞を選考し、以下の通り賞金および記念品を授与する。

①最多得点者：記念品

②優勝監督賞：賞金 250,000円、記念品

③優秀監督賞：賞金 125,000円、記念品

(3) Ｊ３リーグ戦を通じて次の各賞を選考し、以下の通り賞金または記念品を授与する。

①最多得点者：記念品

②優勝監督賞：賞金 100,000円、記念品

③優秀監督賞：賞金 50,000円、記念品

賞金を50%減額

Jリーグ

表彰規程
5条

リーグカップ表

彰

(1) リーグカップ戦終了後、チームの順位により次のとおり賞金および記念品を授与する。

①優勝：賞金　150,000,000円、Ｊリーグカップ、メダル

②２位：賞金　50,000,000円、楯、メダル

③３位：１チームにつき賞金　20,000,000円、楯

(2) リーグカップ戦における最優秀選手およびニューヒーロー賞の受賞選手を選考し、賞金ま

たは賞品を授与する。

(1) リーグカップ戦終了後、チームの順位により次のとおり賞金および記念品を授与する。

①優勝：賞金　75,000,000円、Ｊリーグカップ、メダル

②２位：賞金　25,000,000円、楯、メダル

③３位：１チームにつき賞金　10,000,000円、楯

(2) リーグカップ戦における最優秀選手およびニューヒーロー賞の受賞選手を選考し、賞金ま

たは賞品を授与する。

賞金を50%減額

Jリーグ

表彰規程
11条

リーグ戦不成

立時の取扱い
-

Ｊリーグ規約第40条の２に定めるリーグ戦成立要件を満たさなかった場合、当該リーグ

戦については第２条から第４条に定める表彰を行わない。

成立要件を満たさない場合

の表彰の取り扱い

ユニフォーム

要項

10条4項

2号
広告の表示

② ショーツ

場 所：前面左側の任意の場所に１か所

サイズ：80cm2以下

② ショーツ

イ．場  所：前面左側の任意の場所に１か所

　　サイズ：80cm2以下

ロ．場　所：後面左右いずれか１か所（中央線をまたいではならないものとする）

　　サイズ：80cm2以下

広告枠開放に伴う修正

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

1条 趣　旨 -

本規程は、「Ｊリーグ規約」第８条の２第２項に基づき、公益社団法人日本プロサッ

カーリーグ（以下「Ｊリーグ」という）エントリー資格認定委員会（以下「認定委員会」と

いう）の組織、権限および運営等に関する事項について定める。

公式検査の陰性結果が得

られない場合の対応を検討

する新規委員会を設立す

るにあたり、その組織や手続

等を定める新規規程を定め

る

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

2条
組織および委

員
-

(1) 認定委員会は、次項に定める３名の委員をもって組織する。

(2) 認定委員会の委員は、以下各号に定める委員候補者の中から１名ずつ、認定委

員会の開催毎にチェアマンが選任するものとする。

① 感染症に関する専門的知識を有する医師、大学教授、准教授およびこれらに準ずる

学識経験者（以下「医事委員」という）

② 弁護士資格を有する法務委員長および法務委員

③ Ｊリーグ副理事長、専務理事および常勤理事

(3) 認定委員会は、その事務を処理させるため、事務局を置く。

同上

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

3条 所管事項 -

認定委員会は、申請クラブの選手またはチームスタッフについて、以下各号に定める事情

を斟酌し、「2020明治安田生命Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３リーグ戦試合実施要項」（以下「リー

グ戦実施要項」という）第13条第１項に定めるエントリーの可否を判断する。

① リーグ戦実施要項第13条第３項第１号に定める指定公式検査以外の検査で陽性

判定を受けた者への就業制限の解除について公的機関が定めた基準の充足状況

② 公式検査と別に実施した検査（行政検査を含む）の結果

③ その他認定委員会が認める特段の事情

同上
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エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

4条 招　集 -

(1) 認定委員会は、リーグ戦実施要項第13条の２第１項に定めるＪクラブからの申

請（以下当該申請をしたＪクラブを「申請クラブ」という）を受けた場合に、直ちにチェア

マンが招集する。

(2) 認定委員会は、前各号の委員３名全ての出席がなければ審議を行いまたは決定を

することができない。当該審議は、電話、インターネット等の通信回線を使用して開催す

ることを妨げない。

同上

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

5条
資料等の取扱

い
-

(1) 認定委員会は、申請クラブから提出される申請書に基づき審議を行う。

(2) 認定委員会は、必要と認める場合、申請クラブに対して審議に必要となる資料の提

出を求め、または直接聴聞の機会を設けることができる。

同上

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

6条 言　語 -
(1) 認定委員会の手続きおよび書面における言語は、日本語を使用するものとする。

(2) 申請クラブが外国語を使用する場合、日本語の訳文を添付しなければならない。
同上

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

7条 審議の非公開 -
認定委員会の審議は非公開とする。ただし、認定委員会が必要と認める場合、関係者

の傍聴を許すことができる。
同上

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

8条 決定方法 -

(1) 認定委員会の決定は、全委員の過半数をもって決する。ただし、医事委員の賛成

がなければエントリーを可能とする決定を下すことはできない。

(2) 前項の決定は、各委員の書面または電磁的記録による意思表示によることを妨げ

ない。

(3) 認定委員会の決定は、申請クラブからの申請がＪリーグに到達してから２日以内に

行われることを原則とする。ただし、決定が遅延した場合であっても、当該遅延についてＪ

リーグおよび認定委員会は責任を負わない。

同上

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

9条 決定の通知 -

認定委員会は、エントリー可否の決定について、直ちに申請クラブに書面または電磁的

方法により通知するものとする。通知には以下の項目を含むものとする。

① 当該選手またはチームスタッフのエントリーの可否

② 前号の判断理由

同上

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

10条 決定の公表 -
前条に定める認定委員会の決定内容は、公表しない。ただし、全てのＪクラブに限り、決

定内容を通知するものとする。
同上

エントリー資格

認定委員会

規程(新設）

11条 決定の効果 -
認定委員会の決定はＪリーグにおいて最終のものであり、不服申立等を行うことはでき

ない。
同上

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

1条 目　的 -

本特則は、Ｊリーグ規約第27条の２の定めに従い、同第27条に基づくリーグ戦安定開

催融資制度の時限的特則としての融資制度（以下「本特則制度」という）について定め

る。

安定開催融資規程の特則

を新設

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

2条
本特則制度の

趣旨
-

本特則制度は、新型コロナウイルス感染症による影響で経営難に陥ったＪクラブの資金

繰りを支援し、もってＪリーグ規約第40条第１項各号に定める各大会を無事に実施す

る目的で、ＪリーグがＪクラブに融資（以下「制度融資」という）を行うものである。

同上

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

3条 原　資 - 制度融資の原資は、理事会の承認によりこれを決定するものとする。 同上

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

4条 融資限度額 -

制度融資の金額は、申請時点における当該Ｊクラブの所属リーグに応じ、原則として以

下の金額を上限とする。

① Ｊ１クラブ：3.5億円

② Ｊ２クラブ：1.5億円

③ Ｊ３クラブ：3,000万円

同上

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

5条 融資可能期間 -

(1) Ｊリーグは、2020年７月31日から2022年１月31日までの期間に限り、本特則

制度に基づく融資を実行することができる。なお、融資の実行は、原則として、毎月末日

（指定金融機関が休業日の場合は前営業日）に行うものとする。

(2) 制度融資にかかる最終返済期日は、融資実行日が2020年７月31日から2021

年１月31日の場合は2024年１月31日、融資実行日が2021年２月１日から

2022年１月31日の場合は2025年１月31日とする。返済方法および返済スケ

ジュール（期日前返済の可否を含む。）は、第８条第１項に基づき、理事会が決定す

る。

同上

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

6条 申　請 -

制度融資を希望するＪクラブは、以下の資料を提出のうえ、融資実行を希望する日の

前月末日までに、Ｊリーグに融資の審査を申し込むものとする。

① Ｊクラブが作成した「融資申込書」。なお、融資申込書には、以下の内容が含まれて

いなければならない

イ． 融資申請額

ロ． 申請理由（新型コロナウイルス感染症の影響により経営難に陥ったことおよび資金

繰りに融資申請額が必要となること等を含むものとする）

② 申請日が属する融資申請Ｊクラブの事業年度の決算見込み（予想損益計算書お

よび予想貸借対照表）

③ 返済計画および資金繰り表

④ 借入期間中の事業計画書

⑤ 制度融資を申請することおよび融資後の返済計画について審議・決議した取締役会

の議事録（出席取締役全員の押印があるもの）

⑥ その他Ｊリーグが個別に指定する、融資申請Ｊクラブの財務状況を説明する資料

同上

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

7条
担保および利

息の設定
-

(1) 制度融資の実行にあたって、担保の提供は不要とする。

(2) 制度融資の利息は、融資決定日の市中金利（制度融資の原資として第３条に基

づきＪリーグが金融機関から借り入れをする場合、当該借入金利を含む）を参考として

理事会が決定する。

同上
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リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

8条 審査と決定 -

(1) 制度融資を申請したＪクラブへの融資実行の可否および融資条件は、Ｊリーグの

調査結果を踏まえて理事会が審議のうえ、これを決定する。

(2) 前項に定める調査の過程において、Ｊリーグは、法務委員会に調査協力を依頼し、

法務委員会は必要な助言・指導を行うことができる。

同上

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

9条
融資実行後の

Ｊクラブの管理
-

(1) Ｊリーグは、前条に基づき融資が決定したＪクラブを、融資実行日から「予算管理

団体」に指定し、最終返済期日までの間、当該Ｊクラブを一定の管理下に置く。

(2) 当該Ｊクラブに対する管理の内容は、Ｊリーグが別途決定する。

同上

リーグ戦

安定開催

融資規程特

則

10条
返済できなかっ

た場合の措置
-

(1) 制度融資を受けたＪクラブは、第５条および第８条に基づき決定された返済期日

に融資を返済するものとする。

(2) 制度融資を受けたＪクラブが第５条および第８条に基づき決定された返済期日に

融資を返済できなかった場合、当該Ｊクラブに対しては、その原因および金額を勘案して

理事会が措置を決定する。

同上
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