チーム名

様

予約№

第４回・AXA FUTSAL CUP 2019
＊＊＊＊＊＊＊＊＊【開催要項と予約方法】＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■開催名称■ 第 4 回 AXA FUTSAL CUP 2019（アクサフットサルカップ 2019）
■特別協賛■ アクサ生命保険株式会社
■主

催■ ミラつくプロジェクト・(山口県スポーツ振興委員会)

■協

力■ 周南フットサルリーグ・エンジョイフットサルリーガＫＵＧＡ

■開催目的■ 山口県・広島県を中心とした中四国、各地域で活動されているフットサル
チームの交流を図り、本格的な競技志向チームから、一般向けのレベル、
さらには、エンジョイ志向の OVER-35、女性混合など、年齢性別問わず楽し
むことを目的としたクラスと、４種類の競技レベルに分けて開催します。
誰もが気軽に楽しめるフットサルを通じて青少年育成と健康増進、および
地域活性化と生活向上を目的として行うイベントです。そして、もう１つ
の目的は、参加者及び応援来場者の皆様に、フットサル以外の競技である
「ビーチサッカー」や、「フットゴルフ」他には、目の不自由な方でも楽
しめる「ブラインドサッカー」、耳の不自由な方でも楽しめる「デフフッ
トサル」などの普及告知活動を行い、より多くの方々に認知していただく
ことを目的としております。参加者の皆様は、アクサ生命の簡単なアンケ
ート調査のご協力を戴けることが参加条件となります。
■開催日時■

2019 年 09 月 08 日(日) 09:30～18:30 ※実際のエントリー数により変動あり

■開催場所■ キリンビバレッジ総合スポーツセンター・メインアリーナ
【所在地】山口県周南市徳山４２７ ※無料駐車場有
■アクセス■ バス：（ＪＲ徳山駅より）徳山駅前バス乗り場から防長バス
「緑が丘じゅんかん線」緑が丘運動公園前で下車→徒歩 3 分
徒歩：（ＪＲ櫛ケ浜駅より）徒歩 20 分
自動車：(広島方面より)山陽自動車道・徳山東 IC→約 10 分
※広島市中心部から、約 1 時間が目安です。
(九州方面より)山陽自動車道・徳山東 IC→約 10 分
※福岡市中心部から、約 2 時間 30 分が目安です。
■募集クラス■ ※（レベルに応じて、クラスを選択可能です。）
【エキスパートクラス】 …上級者向き（各地域リーグ上位カテゴリー）
【ミドルクラス】 …………中級者向き（各地域リーグ中間カテゴリー）
【おやじ・over-35】………年齢制限付（エンジョイ志向・世代交代・メタボ対策など）
【エンジョイクラス】………初心者向き（エンジョイ志向・ミックス・レディースなど）
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■募集定員数■ ≪完全予約制≫
【エキスパートクラス】… 16 チーム（申し込み先着順）
【ミドルクラス】 ………… 8 チーム（申し込み先着順）
【おやじ・over-35】……… 6 チーム（申し込み先着順）
【エンジョイクラス】 …… 6 チーム（申し込み先着順）
[補足]募集カテゴリーと開催日程について…
予約のバランスに、著しく偏りがある場合は、カテゴリー統合の可能性あり。
(例)オープンクラス × 24 チーム ＋ エンジョイクラス × 12 チーム
(例)オープンクラス × 32 チームなど
■参加費用■
【エキスパートクラス】 …￥12,000－（税別）
【ミドルクラス】 …………￥12,000－（税別）
【おやじ・over-35】………￥ 8,000－（税別）
【エンジョイクラス】 ……￥ 8,000- （税別）
■申し込み期限■
2019 年 08 月 23 日(金)17 時 ※予約メール受信時間 [完全予約制]
※上記の締め切りは、申込期限です。申し込み先着順となりますので、各希望クラ
スの定員数が埋まった時点でキャンセル待ち予約とさせていただきます。第 1 回
～第 3 回開催の募集では、締め切り日の 2 週間前には、予約定員数に達しました
ので、ご予約はお早めにお願いいたします。
※予約方法、および、申し込み方法は文末に記載してあります。
■組み合わせ■※予選グループの組合せ方法について
締め切り日を経過後、予約を完了された各チーム代表者へ、組み合わせを決めるための
「グループ抽選」(希望のアルファベット選択方式)のメールが送信させていただきます。
お好きなアルファベットを選択して返信していただくと、先着順にて希望のグループへ
組み合わせが決定致します。（複数チームエントリーの場合や、参加エリアとレベルな
どを考慮して決定致します。）
■選手登録■
1 チーム５名～１５名の選手登録制。登録選手以外の選手は出場不可。
※選手の追加登録・削除は、当日の受付窓口で、入替え手続きが可能です。
※同一カテゴリー内における選手の二重登録は不可とさせていただきます。
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■ユニフォーム■
基本的に統一ユニフォームであることが望ましい。
※揃っていない場合は本部にてビブスの貸し出し(無料)を行います。
■競技規定■
・エキスパート・ミドルクラスは、2019 年 FIFA 国際ルールを基本に大会ルールを採用。
・エキスパート・ミドルクラスは、下記のローカルルールが追加されます。
（１） 2 ファール制（3 つ目のファールから第 2ＰＫ、ハーフタイム以降も累計加算）
（２） タイムアウトは無し。(ランニングタイムで行う。怪我などで止めた場合は追加)
・エンジョイクラスは、2010 年 10 月以前の旧式ルールを基本にローカルルールを採用。
（例）スライディング・ボディーチャージ禁止・バックバス定義・キックオフゴール。
・エンジョイクラスのローカルルールとして下記のルールが追加されます。
（１）2 ファール制（3 つ目のファールから第 2ＰＫ、ハーフタイム以降も累計加算）
（２）女性または小学生の得点は、2 得点とする。
・各カテゴリー共通ルールとして、大会期間中に退場を命じられた選手は、次の１試合
に出場できない。累計で警告２枚目を命じられた場合も次の１試合に出場できない。
・体育館専用のフットサルシューズのみ使用可。トレシュー不可（ソールの色は飴色ま
たは白・トレシューや色が付着する恐れがあるものは認められない。ただし、メーカ
ー指定のノンマーキングカラーモデルは使用可）レガースは任意とする。
・各カテゴリー共通で、相互審判を採用しますので、全チームのご協力をお願いいたし
ます。(試合が荒れそうな場合は、本部スタッフが代行する場合もあります。)
■算出方法■
・各クラスの予選リーグは勝ち点方式で行う。
〇勝ち→勝ち点３、 △分け→勝ち点１

×負け→勝ち点０。

勝ち点で順位が確定しない場合は、得失点→総得点→直接対結の成績→サドンデスＰ
Ｋの順とする。決勝トーナメントで引き分けの場合は、延長戦なし→サドンデスＰＫ、
決勝戦で引き分けの場合のみ延長戦を行い、同点の場合はサドンデスＰＫを行う。
■競技形式■
【エキスパートクラス】…予選リーグ＆決勝トーナメント方式。４チームを４グループに
分けて予選を行う。各グループの上位２チームが決勝トーナメ
ントに進出する。(どのチームも最低３試合以上が保障されます）
【ミドルクラス】…………予選リーグ＆決勝トーナメント方式。４チームを２グループに
分けて予選を行う。各グループの上位２チームが決勝トーナメ
ントに進出する。(どのチームも最低３試合以上が保障されます）
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【おやじ・over-35】…… 予選リーグ＆決勝トーナメント方式。３チームを２グループに
分けて予選を行う。各グループの上位２チームが決勝トーナメ
ントに進出。３位同士の順位決定戦も行う。
(どのチームも最低３試合以上が保証されます）
【エンジョイクラス】……予選リーグ＆決勝トーナメント方式。３チームを２グループに
分けて予選を行う。各グループの上位２チームが決勝トーナメ
ントに進出。３位同士の順位決定戦も行う。
(どのチームも最低３試合以上が保証されます）
[補足]各カテゴリークラス共通
※（実際の参加チーム数により、形式を変更する場合がございます。）
※（試合時間は実際の参加チーム数により異なります。）
※（予選敗退の場合でも、満足の３試合保証です。）
■注意事項■（ご予約の前に、必ずお読みください。）
㊟当日の本部受付は、必ず集合時間を厳守し、代表者１名以上（代理人可）が大会本
部席にて、予約チーム名を伝えていただき、受付を完了させてください。
（当日のメンバー変更や追加がある場合は、そこで記入できます。）
㊟チーム代表者の皆様は、受付終了後に行われる代表者会議に必ず参加してください。
（重要事項を伝達後、簡単なアンケートを配布しますので全員ご記入願います。）
㊟大会当日の会場付近は、大変混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってご来場
ください。（来場者数がとても多い為、早朝からの混雑が予測されます。）
㊟お車を運転される方は、絶対に飲酒運転をしないようにお願いいたします。万が一、
違反された場合、当事務局は一切の責任を持ちません。
㊟会場敷地内で、トラブルの原因となる行為（暴力・暴言・威圧）を見つけた場合は、
いかなる場合であっても、チーム連帯責任で失格処分とさせていただきます。その
判定は、運営事務局の判断によって行います。なお、参加料金の返金はできません。
（プレー中・プレー以外を問わず対象となります。）
㊟大会期間中につきましては、傷害保険がついておりませんので、万が一の為、事前
にスポーツ障害保険に加入されることを推奨致します。なお、加入ご希望の場合は、
事前に事務局までご相談ください。(施設破損などは実費負担となります)
㊟今回の募集で、チームが定員数に達しない場合は、締め切り日を経過後に、中止ま
たは延期のご連絡をさせていただきます。延期の場合は、事務局と参加チーム代表
者との協議のうえ、開催日を決定いたします。なお、延期の日程が確定した時点で、
出場の都合がつかなくなった場合、または中止の場合は、エントリー料金から振込
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手数料を差し引いた代金を返金させていただきます。
㊟予約の時点でカテゴリーの希望を、第１希望と第２希望で出すことが可能です。希
望カテゴリーは、メール予約の申し込み先着順となります。
㊟予約のバランスによっては、カテゴリークラスを統合する場合がございます。
㊟各クラスの入賞チームと、優秀選手には、表彰と豪華賞品ならびに協賛商品が授与。
※商品としてチームユニフォームを選択した場合は当事務局指定のものに限る。
㊟エンジョイクラスでの参加で、明らかに経験者やレベルの高い選手または、チーム
を見つけた場合は、出場をお断りする場合がございます。その場合の返金には応じ
られません。ただし、男女ミックスチームなどによる女性へのサポートとして経験
者が応援で出場するのは許可します。（当日現地判断・運営事務局判断による）
㊟同一カテゴリーにおいて他チームとの掛け持ち登録は認められません。発覚した場
合は失格処分としてチーム出場権利が剥奪されます。（カテゴリー違いは OK）
㊟締め切り期日を経過後の予約キャンセルは、他のチームに迷惑が掛かりますので、
全額返金はできません。キャンセルの場合は、締め切り期日より前に事務局まで必
ずご一報願います。締め切り期日は、2019 年 08 月 23 日(金)17 時。
…………………………………………………………………………………………………………

↓予約の手順はコチラをご確認ください↓
■予約手順■ ご予約は、メールで行います。（電話問い合わせ可）
ご予約専用アドレスは、 miratukuproject@gmail.com です。
※注意↑(ミラつくの「つ」は、tsu ではなく、tu が正解
メール予約が完了後、（予約完了）の返信メールが送られてきますので、
期日内に正式な「申し込み手続き」を行ってください。※予約完了メール
の中に手続き方法が記載してあります。ご不明な際は、090-7123-1222⇒
担当：（ハシモト）まで、お問い合わせください。
■必要項目■ 予約に必要な項目は、下記のとおりです。下記①～⑦【 】内の必要事項
を記入後、上記のメールアドレスまで送信すると、予約完了のメールが届
きます。※下記にサンプルの書式を記載しておきます。書式は自由です。
「宛先」miratukuproject@gmail.com
「件名」アクサカップの予約
「本文」下記サンプルの項目①～⑦の内容が記載されていれば予約可。
◆予約に必要な項目◆

pg. 5

① チーム名称 【

】

② 代表者氏名 【

】

③ 代表者連絡先【

】※携帯番号を記載

④ E-mail アドレス【

@

】

※PC アドレスから受信可能なアドレスを記入
⑤ 代表者郵便番号【〒

-

⑥ 代表者住所 【

市

県

】
】

※郵便物を受け取れる場所を記入
⑦ 希望のカテゴリーを記入する（エキスパート・ミドル・エンジョイ）
第１希望：【

クラス】…【 】チーム

第２希望：【

クラス】…【 】チーム

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[サンプル記入例]※第２希望まで選択可能
第１希望：【エキスパートクラス】…【①】チーム
第２希望：【ミドルクラス】…【①】チーム
※周南フットサルリーグ・エンジョイフットサルリーガ KUGA の加盟チーム
または、ビーチサッカーフェスティバル 2019 in 虹ケ浜に出場したチー
ムで、代表者の変更がない場合は、①～⑥を省略可。⑦カテゴリー希望
の記入のみで予約が可能です。
[予約の注意事項]
募集枠が空いている場合は、（予約完了）のメールが返信されてきます。
その後は、予約完了メールに記載された手順で、期限内に正式な登録手続
きをお願い致します。期限内に正式な登録手続きが行われない場合は、キ
ャンセル待ち予約のチームが出場できなくなる等、運営上の不具合が出ま
すので、万が一キャンセルの場合は、募集締め切り期限内にキャンセル申
請をお願い致します。なお、メール予約の時点で、すでに募集枠を超えて
いた場合は、（キャンセル待ち）のご案内が事務局より返信されますので、
その場合は、正式な登録手順に進まないようにお願いいたします。（キャ
ンセル待ち）の場合は、順番が空き次第、事務局より順次ご連絡させてい
ただきます。予約受付はメール先着順で順番に対応しておりますが、自動
返信ではございませんので返信にお時間がかかる場合がございます。予約
メールを送信してから最大２日を経過しても返信が来ない場合は、迷惑メ
ールフィルタ設定などで、事務局からの返信が届いていない可能性が考え
られますので、誠にお手数ですが下記の事務局までお電話でお問い合わせ
をお願い致します。ご予約の際は、予め、miratukuproject@gmail.com のア
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ドレスからメール受信許可、または、迷惑メールフィルタ解除を行ってか
ら、予約の送信をお願い致します。
…………………………………………………………………………………………………………
■問い合わせ先■ミラつくプロジェクト・山口県スポーツ振興委員会

担当：橋本 真治

〒745-0803 山口県周南市大島 5-100
直通 :090-7123-1222

sub/№ 090-9063-9639

メール： miratukuproject@gmail.com
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または enjoy@miratuku.com

