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２０２２－２０２３年度  

SHUNAN★FUTSAL★LEAGUE  1’st-stage 代表者会議資料 

会議結果報告書 

開催日：２０２２年３月１２日（土曜日） 

会 場：久米市民センター 

時 間：19 時 00 分～受付・19 時 30 分～会議開始 

 

◆会議の流れ◆ 

① 2021-2’nd-stage の結果発表＆表彰式は省略。チャンピオンズリーグ＆オープン戦案内 

② リーグ規約の見直しについて。※with コロナ after コロナ対応型レギュレーション 

③ 「フットゴルフ」・「ソサイチ」・「ビーチサッカー」部門のスタートについて。 

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。 

⑥ 提出物について（メンバー登録用紙＆年間登録費用） 

⑦ カテゴリー編成＆質疑応答など。 

⑧ 新規参入説明＆質疑応答。（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について、いかなる理由においても、

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。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のでご理解をお願い致します。 

 

周南フットサルリーグ運営委員長 橋本真治 
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ＭＥＭＯ 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

① 2021-2’nd-stage の結果発表＆表彰式は省略。チャンピオンズリーグ＆オープン戦案内 

※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） 

[今回結果]…時間短縮のため表彰は省略。CL に関しては、他地域リーグが開催中のため、

3/21(祝)の開催を延期して、シーズン開幕前に各市町村リーグのオープン戦用に、確保して

ある 4/3(日)の午後＆夜間の開催に合同で開催することを伝達した。オープン戦の詳細につ

いては後日、代表者に送信します。 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

② リーグ規約の見直しについて。※with コロナ after コロナ対応型レギュレーション 

・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？…                              ） 

[結果]…昨年度同様で決定 

・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…      ） 

[結果]…昨年度同様で決定 

・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・試合が荒れないようにするための対策は？） 

[結果]…新ルール徹底のため審判講習会にて実技形式で行う 

・保険と競技用具の見直しについて。（昨シーズン 2 件の怪我があり、保険で対応した。） 

[結果]…スポーツ安全保険に入ることを徹底伝達した。加入していない場合の破損事故や怪

我については自己負担になります。加入窓口がわからないチームはご相談ください。 

・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]…伝達しました 

・ホームサイズペットボトルを持ち込んだ場合は、施設のごみ箱には、絶対に捨てないで

ください。過去に施設から注意されたことがあります。 

[結果]…伝達しました 

★返信期限の徹底について。 

 欠席のペナルティーを付けない代わりに、期限内の返信期日を徹底してください。 

 （期限内の返信がない場合のペナルティーは、どうするか？） 

[結果]…従来通り、欠席ペナルティーなしの状態を維持することで決定した。ただし、出席 

確認の際に、代表者・副代表者共に期限内の返信がなく、事務局からの催促連絡をしても 

連絡がつかず、組換え作業が遅れ、開催日ギリギリでの組換え発表が相次ぐこともあった。 

真面目に期限を守っているチームが、ギリギリの変更内容で対応しなければならないのは 

理不尽なため、他チームに迷惑が掛からないように以下の規定を追加するで決定しました。 

[規定2-1]期限内の出欠返信を怠った場合は、その節の出場停止と罰金処分￥30,000を徴収。 

（軽微なものなら OK だが、2 節連続など悪質なものは厳しくする。事務局判断とする） 

[規定 2-2]連続した場合は代表者・副代表者を速やかに変更して事務局まで連絡すること。 



 2022-2023  SHUNAN★FUTSAL★LEAGUE  1’st-stage  代表者会議目次  

pg. 3 

 

★代表者会議の出席について 

[結果]今回は、出席予定にしていて、うっかり無断欠席なども多く、真面目に出席している 

チームが不憫に思えました。(※事前に正当な理由を提出している場合と、職場からの要請 

などで上半期に 1 度も出場できていないチームは除く）そもそも、代表者会議は、団体競 

技×チーム多数という特性上、後でトラブルになったり、参加者全員が不快な思いをしな 

いために最低限の取り決めを調整する大切な会議です。そのためリーグ参加条件にも組み 

込まれています。しかしながら、with コロナの時期を考慮して、上記特例を設定したうえ 

で、出欠確認を行っております。しかしながら、実際にリーグに出場できていたチームで、 

「試合は来れるけど会議は欠席する」というのは、印象が良くないのは事実です。したが 

って、真面目に出席していたチームと、欠席したチームのついての差別化は図らなければ 

公平性が成り立たなくなりますので、ペナルティー規定（岩柳リーグ同様）と合わせるこ 

とで承認していただきました。※下記内容で決定 

[規定 3-1]代表者会議を、欠席した場合は以下の罰金を設定する。 

・正当な理由で事前返信あり…罰金なし ・仕事などの都合で全員出席できない…￥3,000- 

・出席で返信していたが当日欠席…￥3,000- ・返信なし、または無断欠席…￥30,000- 

（正当な理由とは、チームの冠婚葬祭、職場からの自粛要請、または半期で 4 節すべて出 

場できていないチームなどの理由が対象です） 

[今回の差別化]代表者会議出席チームは NG 日程を優先する。欠席チームは NG 日程不可。 

[今後の展望]事務局としては、zoom などの web 会議を採用したいと考えているが、各家庭 

に wifi 環境が整っているのか？などの問題が出てくるため、近い将来、移行できるかどう 

かを、各チーム代表者・副代表者にむけて随時、確認を取っていきたいと考えています。 

 

★リーグの脱会についての期限は、12 月末日までに事務局に必ず脱会表明をだすこと。 

 （期限が守られない場合はどうするか？） 

[結果]…12 月末日までに退会届を提出してもらわないと、次年度のバランス調整(チーム

数・会場数)などに大きく影響することを丁寧に再認識してもらい納得していただきました。

もし、12 月末日までに決められない理由がある場合は、期日を迎える前に事務局へ相談を

入れることも再伝達した。※期日経過後の退会は認められないため登録費を徴収して、対

戦相手をしていただくための経費とすることも承認されました。 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

③ 「フットゴルフ」・「ソサイチ」・「ビーチサッカー」部門のスタートについて。 

・ソーシャルディスタンスが取れるハイブリットスポーツ 

[結果]…with コロナ時代に合わせて、個人単位でも楽しめる「フットゴルフリーグ」の案

内を行った。リーグといっても、加盟金があるわけではなく、月 1 回の 1day 大会に、出場

できた回数（出場したい日程だけ）の中で、成績の良かったスコア×3 回分をポイントに換

算して、年間ポイント上位者が、全国大会（地域 CS）に送り出しがあることを伝達した。

同じバージョンで、「ソサイチリーグの部」・「ビーチサッカーリーグの部」も、まもなく募

集が始まることを伝達した。（宇部・山口・周南・岩国で準備を進めている） 
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

④ 日程調整会議（希望の日程＆不可の NG 日程調整の確認） 

※NG 日程を、【2022 年 3 月 15 日】までに、syunan_futsal@yahoo.co.jp まで送信。 

 ※NG 日程は、2022 年 04 月~2022 年 10 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。 

※NG 日程は、5 つ以内に絞ってご記入ください。（5 つ以上は不可） 

 ※メールを送信するときは、件名に「NG 日程」と必ず記入してください。 

 ※NG 日程は可能な限り希望を尊重しますが、100%確約できるものではありません。 

[結果]…NG 希望日程は会議出席チームの特権です。上記内容を丁寧に伝達しました 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

⑤ 審判講習会について（希望の曜日、時間帯） 

各チームから最低 3 名以上の受講を条件としています。(審判次第で試合が荒れるのを防ぐ)

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 名カウントとします。 

[候補日程]後日、日程を調整して代表者にご案内させていただきます。 

[結果]…まだ、会場が決まっていないため、準備が整い次第、各チーム代表者に伝達するこ

とを伝えた。※4 月中旬までに複数回の会場を設けて密にならない工夫をする。周南会場・

岩国会場のどちらで受講しても構わない。 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

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） 

◆提出書類について◆ 

既存の更新チームで、代表者の変更がない場合は、「登録用紙」のみの提出で大丈夫です。

(誓約書は無期限にしたので提出は不要ですが、代表者が変更の場合は再提出が必要です) 

新規の参入チームは、「登録用紙」と「誓約書(捺印)」の 2 点を提出してください。 

※記入見本は、リーグのホームページダウンロードファイルからご確認ください。 

※「登録用紙」は、代表者①と、代表者②の携帯番号と、E メールアドレスを必ず記入する。 

「メンバー登録用紙」の提出方法は、下記の方法で事前提出をお願い致します。 

【手順①】ホームページ top 画面のダウンロードファイルから→メンバー登録用紙と誓約書

から、1 番上の「メンバー登録用」.xlsx←Excel 版をダウンロード。 

【手順②】記入サンプルを参考に PC 入力後、添付ファイルを保存して、下記の事務局アド 

レスまで送信する。 

※メンバー登録用紙の提出期限は【 2022 年 4 月 1 日】までに、syunan_futsal@yahoo.co.jp 

まで、上記期限内に必着で添付送信をお願い致します。 

 ※誓約書は、ダウンロードしてプリントアウトしたものに、捺印をして、開幕の第１節

に提出するか、または、デジタル印鑑捺印で事前に添付送信することも受付可能です。 

◆登録費の納入について◆ 

新シーズンの開幕前に、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・￥36,000 ＋ 新規加盟料・￥0 = ￥36,000 

 （B）新規チームは、年間登録費・￥36,000 ＋ 新規加盟料・￥5,500 = ￥41,500 

mailto:syunan_futsal@yahoo.co.jp
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※年度登録費は、チーム名または代表者名を必ず記入して銀行振り込みで納入すること。

※登録費の振込期限は、【2022 年 4 月 15 日(金)15 時】まで。※振込先は下記を参照 

【↓郵便局から郵便局へ振込の場合↓】 

  支店コード：15500-2   口座番号：14094931 (8 桁) 

  口座名義：山口県スポーツ振興委員会 (読み：ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｽﾎﾟｰﾂｼﾝｺｳｲｲﾝｶｲ) 

【↓他銀行から郵便局へ振込の場合↓】 

  銀行名：ゆうちょ銀行  店名：五五八(ｺﾞｺﾞﾊﾁ)  店番：558 

 預金種目：普通  口座番号：1409493 (7 桁) 

 口座名義：山口県スポーツ振興委員会 (読み：ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｽﾎﾟｰﾂｼﾝｺｳｲｲﾝｶｲ) 

 

※開幕日の時点で、「メンバー登録用紙」と「※誓約書」「登録費納入」の全てが完了し 

ていない場合は出場できません。※代表者変更なしの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。（事務局から脱会の確認はしない） 

次年度から更新されない場合は、下半期の折り返し地点である、2021 年 12 月末日ま

でに事務局宛に、メールにて脱退表明を送信ください。 

（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） 

（脱退表明提出期限以降についての脱会は不可とさせていただきます） 

 ※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]…振込になっている理由と振込期限を丁寧に伝達しました。補足説明として、上半期

開幕の第 1 節に集金というスタイルは、本部が密になることと、万が一、欠席が多かった

場合は年間の会場費支払いの立て替え額が大きくなるため、期日を設定して振り込みスタ

イルにしております。 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

⑦ 質疑応答＆意見交換とカテゴリー編成について。 

[結果]…質問がありませんでしたので、すぐにカテゴリー編成を行いました。新シーズンの

皆見半期からは下記のカテゴリー編成で決定しました。一般クラス 1 部～3 部は 7 チーム編

成で、エンジョイクラスは 4 チーム編成の予定でしたが、新規チームが追加されて、5 チー

ム編成で行うことになりました。 

◆一般クラス・7 チーム編成の場合（公式戦×3 節＋交流戦×1 節）です 

 (例)感染リスクを最小限にしたいチームは公式戦 3 節のみ来場して、交流戦はお休みする 

 (例)たくさん試合をしたいチームは、交流戦に出席して全 4 節をお楽しみください 

◆エンジョイクラス・5 チーム編成の場合（フォームがないため新しく作成して発表します） 

 

2022-23・新シーズン上半期のカテゴリー編成は、次ページを参照ください。 

 

    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
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◆2022-23・上半期・カテゴリー編成(下記の内容で決定)◆  

 

カテゴリ Division.１ Division.２ Division.３ Enjoy-Class 

  １     

  ２     

  ３     

  ４     

  ５     

  ６     

  ７     

  ８     

 

 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

⑧ 新規参入チームへの補足説明について 

[リーグが始まる前に必要なもの] [結果]→提出物を参照することを伝達しました。 

 

[リーグの規約＆遵守事項を事前に確認しておきましょう] 

[結果]→ホームページの要項＋2017(改正版)追加要項＆規約＋代表者会議結果報告書のす

べてを、事前に確認してからリーグに参戦してください。 

※リーグの伝達事項は、syunan_futsal@yahoo.co.jp のみを使用します。それ以外の LINE・

SNS・ショートメールなどは不可。(間違い防止の為) 

※事務局から E メール配信後にショートメールでお知らせを入れますが、返信は、E メー

ルから返信をお願い致します。 

※スポーツ安全保険に加入することを伝達しました。 

※設営・撤去・運営当番の説明をしました。 

※エンジョイクラスにも、1 チーム参入していただけることになりました。 

 

以上 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ミラつくプロジェクト・周南フットサルリーグ運営事務局 

〒745-0803 山口県周南市大島 5-100 担当者：橋本 真治 連絡先：090-7123-1222 

メール：syunan_futsal@yahoo.co.jp ホームページ：http://miratuku.com/ 

mailto:syunan_futsal@yahoo.co.jp
http://miratuku.com/

