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２０１８－２０１９年度
Lega-Shunan-Futsal

2’nd-stage 代表者会議資料

会議結果報告書
開催日：２０１８年９月１６日（日曜日）
会

場：キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター・カルチャールーム

時

間：19 時 00 分～受付・19 時 30 分～会議開始

◆会議の流れ◆
① 2018-1’st-stage の結果発表＆表彰式。
（ホームページから）
② リーグ規約の見直しについて。[案]※2018(1’st)を振り返っての感想と意見交換
③ (新)カテゴリー「シニア」「ジュニア」
「MIX」と、※フットゴルフについて。
④ 日程調整会議（希望の日程＆不可の NG 日程調整の確認）
⑤ 審判講習会について。
（希望の曜日、時間帯）
⑥ 提出物について（メンバー登録用紙 new!＆年間登録費用）Check！
⑦ カテゴリー編成＆質疑応答など。
⑧ 新規参入説明会。
（既存チームは解散）
＊ お知らせ＊
このリーグの代表者会議は全員参加型の質疑応答形式で行ないたいと思います。ご意見
やご要望がございましたら、遠慮なく発言してください。なお、議題に取り上げられた
内容の決定事項は、総て代表者会議に参加した参加者および役員の全員で真剣に取り組
み採決につきましては多数決（チーム１カウント、役員１名１カウントで算出し、場内
過半数以上の同意）によって規約条件の採用、または廃止を決定いたします。なお、会
議に出席されたチームの希望条件を可能な限り優先とさせていただくとともに、代表者
会議を欠席されたチームにつきましては、会議にて決定した内容をすべて一任するもの
とし、会議終了後に、異議申し立てをしないことを絶対条件としております。なお、お
忙しい中、会議に出席していただいたチームの代表者または代理人を尊重し、リーグへ
の要望や、開催日の NG 希望を伺います。正当な理由以外にて会議に欠席されたチーム
の NG 日程希望は不可とさせていただきます。
周南フットサルリーグ運営委員長 橋本真治
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

① 2018-2019 シーズン・【1’st-stage】結果発表＆表彰式。
※賞品と賞状は、各カテゴリーの第 1 節開幕日に授与致します。
（記念撮影あり）
[結果]…結果発表のみ行った。賞状や賞品は、下半期の開幕日に授与します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

② リーグ規約の見直しについて。[案]※昨シーズンを振り返っての感想と意見交換
・レギュレーション＆システムについて。
（昇格・降格システムは？…

）

・他チームに迷惑をかけないために。
（欠席・当番・審判・試合数・得点王に影響・実力に応じた成績反映など…

）

・審判のクオリティーについて。
（ファールとらない・ボールボーイがスマホ・審判しながらおしゃべり…

）

[案]…本部から明らかに反則を確認できたが、審判が見落としてしまった場合は、本部役
員がホイッスルを吹き、ファールを取ることができる。
[案]…審判講習会に実技をしっかりと入れる。
・灰皿にゴミ（KIRIN）(鹿野)
（灰皿にタバコの空箱は捨てない・地面でもみ消さないなど…

）

[結果]…場内でアンケートを行ったが、変更希望はありませんでした。
現在のレギュレーション＆システムを継続します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
③ (新)カテゴリー「シニア」「ジュニア」と、
「フットゴルフ」について
[エンジョイ＆ジュニアの規定見直し]→全員で意見をください。
[結果]…既存の会議終了後に、エンジョイクラスの代表者に残って頂き、全員で意見を出し
合い、新しい定義を作成した。内容は、下記の通りで確定しました。
【エンジョイクラスの定義】
１・女性または、小学生または、40 歳以上の男性のいずれかが、最低 1 名以上、常にピッ
チの上に立っていること。
２・万が一、メンバーの欠席によって、女性・小学生・40 歳以上の男性の、いずれも欠席
してしまった場合は、各チームで代理選手を探す努力をする。それでも対象の代理選
手が見つからない場合は、欠席せずに、3 日前の定義で運営本部まで依頼をかけること。
３・上記などの理由により、一般成人男性(40 歳以上)がピッチに立っている場合でも、対
戦相手が女性 2 名など、パワーバランスが偏っている場合は、(例)5 名 vs6 名、または、
5 名 vs7 名など、人数のバランスを図れるものとする。
４・プレーヤー人数のバランス調整は、運営事務局の現場判断によって行うこと。それぞ
れのチーム代表者から、本部へ希望調整の依頼をかけることも可。
５・大量得点で負けていても、5 名でプレーしたい場合は、バランス調整の権利を拒否する
ことも可能。
６・上記以外で、現場判断により運営本部役員がバランスを図る権利がある。
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【エンジョイクラスのルール変更】
１・女性・小学生への「触れただけでファール」→「ファールを受けたプレーヤーがフリ
ーキックを務める」は廃止となり、誰がキッカーを務めても良い。
２・初代フットサルルールの定義を採用した。
（性別・年齢・問わず、すべてのボディーコンタクト禁止→フリーキックで再開）
３・スライディングタックルは禁止。および、相手に向かっていない「コーススライディ
ング」もすべて禁止となり、フリーキックで再開。
４・スライディング同様、倒れたままのプレーを禁止。フリーキックで再開。
５・現役女性サッカー選手の得点は、1 点計算を廃止。女性は、上級者・初心者問わず、2
得点の計算に変更した。(小学生の得点は、2 点 ・ 男性 40 歳以上の得点は、1 点)
６・エンジョイクラスに限り、危険と判断した場合は、第 3 番目の審判として、運営本部
役員が、ホイッスルを吹いてファールを取ることができる。
７・上記以外のイレギュラーな場面は、運営本部役員が判断して調整することができる。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

④ 日程調整会議（希望の日程＆不可の NG 日程調整の確認）
[決定事項]…NG 日程を、【2018 年 ９月 １８日】までに、syunan_futsal@yahoo.co.jp ま
で送信。
※（NG 日程は、2018 年 10 月~2019 年 03 月末頃までの土日祝が対象です。）
※（NG 日程の希望は、上記期限を超えると受付不可とさせていただきます。）
※ メールを送信するときは、件名に「NG 日程」と記入してください。
[結果]…代表者会議終了後～9 月 18 日までの申請のみ受理しますと伝達しました。
NG 日程は、絞り込んで 5 つ以内、△や×など優先順位も書くこと。
当然のことながら、代表者会議に参加したチームのみの権利です。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

⑤ 審判講習会について（希望の曜日、時間帯）
新規参入チーム対象に講習会を開催いたしますので、各チームから最低 3 名以上の出席が
必要です。開催日程が決まり次第、チーム代表者様へメールを配信します。「完全予約制」
すでに、JFA フットサル免許を取得して、本年度更新を済ませている方は、1 名カウントし
ます。
[結果]…新規参入チームの「(仮名称)立山様・予約」代表者は、既存の一般チームの代表の
為、免許保有人数を調整して、後日確認いたします。
もう一つの新規参入チーム「ハマＦＣ」は、選手登録以外の代理人が来ていたた
め、9/17(月)に個別で会議内容を伝達することになりました。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

⑥ リーグが始まる前の提出物（メンバー登録用紙＆年間登録費用）
既存の更新チームは、
「登録用紙」のみを提出してください。(提出済み・必要ありません)
新規の参入チームは、
「登録用紙」と「誓約書(捺印)」を提出してください。
※記入見本を前方プロジェクターで説明します。
※「登録用紙」は、代表者と、副代表者の携帯番号と、E メールアドレスを必ず記入する。
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「メンバー登録用紙」の提出方法は、下記の 2 種類から選択が可能です。
（A）ホームページからダウンロード→PC 入力後、添付ファイルにて返信
（B）従来通り、紙ベースの登録用紙に手書きで記入後、事務局まで郵送
※メンバー登録用紙の提出期限は【 2018 年 ９月 ２４日】までに必着です。
下半期から新規参入チームは、登録費のご用意をお願いいたします。
（A）既存チームは、年間登録費・￥35,000 ＋ 新規加盟料・￥0 = ￥35,000 (納入済)
（B）新規チームは、年間登録費 1/2・￥17,500 ＋ 新規加盟料・￥5,400 = ￥22,900
※年度登録費納入期限は、各カテゴリー開幕日当日です。本部でお支払いください。
(チェックがあるため・試合前の来場時にお願いいたします)
※開幕日にお休みのチームは、開幕日までに事前に、お振込みをお願い致します。
※下半期から新規参入の場合、年度登録費は半額です。新規加盟料は通常通りです。
※開幕日の時点で、「メンバー登録用紙」と「※誓約書」「登録費関連」の全てが完了し
ていない場合は出場できません。※更新チームは誓約書不要です。
※リーグは、自動更新システムとなっております。
（脱会の確認はしない）
次年度から更新されない場合は、１２月末日までに事務局へ脱退表明をお願いします。
（特別な理由がある場合は、期限より前に事務局へご相談ください）
※登録人数の制限はありませんが、
上記金額は 15 名の料金です。16 名以上登録の場合は、
追加 1 名あたり、￥3,000 が必要となります。
（臨時登録の場合は、￥1,000／１日）
[結果]…「(仮)立山様・予約」は認識済み。
「ハマ FC」は、9/17(月)に伝達します。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
⑦ カテゴリー編成＆質疑応答など。カテゴリー編成(別紙にご記入ください)
[結果]…下記のカテゴリー表にて決定足しました。
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

⑧ 新規参入チーム説明会
[リーグが始まる前に必要なもの]
→上記⑥の提出物を参照ください
[リーグの規約＆遵守事項を事前に確認しておきましょう]
→ホームページの要項と 2017(改正版)追加要項＆規約をご参照ください。
※リーグの伝達事項は、syunan_futsal@yahoo.co.jp のみ。LINE・SNS・ｼｮｰﾄﾒｰﾙは不可。
スポーツ保険加入など
[結果]…「(仮)立山様・予約」は認識済み。
「ハマ FC」は、9/17(月)に伝達します。
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