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令和２年度品川区フットサルリーグ運営委員会議事録 

 

令和２年度 品川区フットサルリーグ運営委員会 (2020年度)  

【日時】7/11(土) 19:30～21:00  

【会場】こみゅにてぃぷらざ八潮（品川区立区民活動交流施設） 

■各カテゴリ会議（委員会）室 

・トップ   第１多目的室 （15名） 

・ピース   第１地域交流室（16名） 

・エンジョイ 第２地域交流室（14名） 

総出席者 45名 役員（受付）2名 合計 47名 

 

開 会 

 定刻となり、各担当理事によりリーグ運営委員会が成立していることを確認

し、担当理事がそれぞれのカテゴリリーグ運営委員会の議長代理に幹事が決定

されるまで当たる。 

※この度の開会につきまして、新型コロナウイルス感染防止のため「新型コロナ

ウイルス感染症対策チェックシート」を遵守し、確認しました。 

 

審議事項 

   第１号議案  各カテゴリリーグ運営委員会結成（役割分担） 

   第２号議案  リーグ運営委員会 委員長選出 

   第３号議案  品川区フットサル競技会運営要項改定 

   第４号議案  各カテゴリローカルルール 

第５号議案  幹事会 委員長決定 

 

 

■リーグ運営委員会：各カテゴリに分かれ幹事により実施 

・トップカテゴリ  幹事：加藤友紀  副幹事：加藤尚也 

・ピースカテゴリ  幹事：姫田    副幹事：小川 

・エンジョイカテゴリ幹事：加藤あゆみ 副幹事：高橋 

 

 出席 委員数（代理を含む） 欠席 委員数 

トップカテゴリ １０ ２ 

ピースカテゴリ １１ ２ 

エンジョイカテゴリ １０ ２ 
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■決定事項 

第１号議案  各カテゴリリーグ運営委員会結成（役割分担） 

別紙参照 

 

第２号議案  リーグ運営委員会 委員長選出 

幹事会にて委員長を決定する 

 

第３号議案  品川区フットサル競技会運営要項改定 

（改定期間 令和２年度 第 10回 品川区フットサルリーグ） 

 

１．選手の資格・登録 

 ⑥リーグのカテゴリーについて：トップカテゴリー（１部）・ピースカテゴリー（２部）・

エンジョイカテゴリー（３部）のリーグ制とする。 

変更：リーグのカテゴリーについて：トップカテゴリー（１部）・ピースカテゴリー（２部）・

エンジョイカテゴリー（３部）のリーグ制とする。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の対策防止の期間中に全カテゴリーで２４チーム未満

の登録で開催に至る場合、昇格・降格を全カテゴリーにおいて無くして、２カテゴリーによ

るリーグ制にする。カテゴリー分けはリーグ運営委員長に一任される。 

 

 賛成 委員数（代理を含む） 反対 委員数 

トップカテゴリ １０ ０ 

ピースカテゴリ １１ ０ 

エンジョイカテゴリ ５ ５ 

 

 ⑦本リーグに登録された団体・選手は、プライバシーポリシー（別紙：同意書を参照）を

熟読の上、同意された団体・選手であること。 

変更：本リーグに登録された団体・選手は、プライバシーポリシー（別紙を参照）と新型コ

ロナウイルス感染症対策チェックシート（別紙を参照）を熟読の上、同意された団体・選手

であること。 

 

 賛成 委員数（代理を含む） 反対 委員数 

トップカテゴリ １０ ０ 

ピースカテゴリ １１ ０ 

エンジョイカテゴリ １０ ０ 
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３．審判（オフィシャルチーム） 

 ④チーム登録表・審判員スタッフについて９月末までに公式フットサル４級以上の審判

員２名以上を事務局へ審判証の写しを提出し登録を行う（新規登録チームは１シーズン

期間免除されるが登録されることが望ましい）。 

変更：日本サッカー協会並びに東京都サッカー協会が新型コロナウイルス感染症の対策防

止の期間中である場合には、公式フットサル４級以上の審判員２名以上を登録されること

が望ましい（審判員の登録を義務付けないものとする）。 

 

 賛成 委員数（代理を含む） 反対 委員数 

トップカテゴリ １０ ０ 

ピースカテゴリ １１ ０ 

エンジョイカテゴリ １０ ０ 

 

５．試合用具 

追記： ⑥ マスクの着用は、フィールドでプレー中に認められない。（オフィシャルチー

ム、ベンチにいるスタッフと選手は、着用を認められる） 

 

 賛成 委員数（代理を含む） 反対 委員数 

トップカテゴリ １０ ０ 

ピースカテゴリ １１ ０ 

エンジョイカテゴリ ９ １ 

 

 

６．対戦方法 

① トップカテゴリーは一回戦総当たり、ピースカテゴリー・エンジョイカテゴリーは 二

回戦総当たりリーグ戦（ホーム＆アウェイ方式）で行い、優勝チームを決定する。 

＊トップカテゴリーの登録チーム数が８チーム以下の場合は、二回戦総当たりリーグ

戦（ホーム＆アウェイ方式）で行う。 

② 昇格・降格（原則）はトップカテゴリー下位３チームを自動降格として、次年度ピー

スカテゴリーとして出場する。ピースカテゴリー上位３チームを自動昇格として、次

年度トップカテゴリーとして出場する。下位３チームを自動降格として、次年度エン

ジョイカテゴリーとして出場する。エンジョイカテゴリー上位３チームを自動昇格と

して、次年度ピースカテゴリーとして出場する。 

＊女性選手又は５０歳以上の選手をチーム登録されている場合に限り、自動昇格の免

除を申請できる。なお、その場合は女性選手又は５０歳以上の選手をチーム登録され

ていない上位チームから順に自動昇格する。 
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変更：①全カテゴリーは一回戦総当たりリーグ戦で行い、優勝チームを決定する。 

※カテゴリーの登録チーム数が８チーム以内の場合は、二回戦総当たりリーグ戦（ホーム＆

アウェイ方式）で行う。 

※運営要項１の⑥に当てはまる場合は、２カテゴリー制において運営要項６の①を当ては

める 

   ②昇格・降格（原則）はトップカテゴリー下位３チームを自動降格として、次年度ピ

ースカテゴリーとして出場する。ピースカテゴリー上位３チームを自動昇格として、次年度

トップカテゴリーとして出場する。下位３チームを自動降格として、次年度エンジョイカテ

ゴリーとして出場する。エンジョイカテゴリー上位３チームを自動昇格として、次年度ピー

スカテゴリーとして出場する。 

※運営要項１の⑥に当てはまる場合は、２カテゴリー制において昇格・降格は無いものとす

る。 

※運営要項１の⑥に当てはまらない場合においても、トップカテゴリー、ピースカテゴリー

のいずれかで７チーム以内の場合は、３カテゴリー制においても昇格・降格は無いものとす

る。 

※女性選手又は５０歳以上の選手をチーム登録されている場合に限り、自動昇格の免除を

申請できる。なお、その場合は女性選手又は５０歳以上の選手をチーム登録されていない上

位チームから順に自動昇格する。 

 

 賛成 委員数（代理を含む） 反対 委員数 

トップカテゴリ １０ ０ 

ピースカテゴリ １１ ０ 

エンジョイカテゴリ １０ ０ 

 

８．試合方法 

 ③試合時間：ランニングタイム 

・トップカテゴリー３０分とする。【１５分ハーフ】 

・ピースカテゴリー２０分とする。【１０分ハーフ】 

・エンジョイカテゴリー１４分とする。【７分ハーフ】 

④累積ファウル（ローカルルール） 

・ピースカテゴリーはファウルカウント累積三つ目で第二ＰＫ及び壁なし直接フリーキッ

ク エンジョイカテゴリーは前後半を通してファウルカウント累積三つ目で第二ＰＫ及び

壁なし直接フリーキック  

⑤タイムアウト  

・トップカテゴリーチームは、前後半通じて１回１分間のタイムアウトを要求できる。 

・ピースカテゴリー、エンジョイカテゴリーでは、タイムアウトの要求はできない。 
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変更：③試合時間：ランニングタイム 

・全カテゴリー１４分とする。【７分ハーフ】 

④累積ファウル（ローカルルール） 

・トップカテゴリー、ピースカテゴリーはファウルカウント累積三つ目で第二ＰＫ及び壁な

し直接フリーキック エンジョイカテゴリーは前後半を通してファウルカウント累積三つ

目で第二ＰＫ及び壁なし直接フリーキック 

※運営要項１の⑥に当てはまる場合の、２カテゴリー制においては、トップカテゴリーはフ

ァウルカウント累積三つ目で第二ＰＫ及び壁なし直接フリーキック ピースカテゴリーは

前後半を通してファウルカウント累積三つ目で第二ＰＫ及び壁なし直接フリーキック 

⑤タイムアウト  

・全カテゴリーで、タイムアウトの要求はできない。 

 

 賛成 委員数（代理を含む） 反対 委員数 

トップカテゴリ １０ ０ 

ピースカテゴリ １１ ０ 

エンジョイカテゴリ １０ ０ 

 

９．リーグ運営 

① 加盟チームは協力してリーグ戦を円滑に進行させる。競技日程・組み合わせ作成・グ

ランド確保・審判担当・グランド準備・出場選手チェック・競技記録等 

② 各カテゴリーのリーグ運営幹事はリーグ運営会場担当者と連絡を密に取り、リーグ戦

を翌年１月末までに終了させること。 

変更：①加盟チームは協力と新型コロナウイルス感染症対策チェックシートに遵守してリ

ーグ戦を円滑に進行させる。競技日程・組み合わせ作成・グランド確保・審判担当・グラン

ド準備・出場選手チェック・競技記録等 

②各カテゴリーのリーグ運営幹事はリーグ運営委員長と連絡を密に取り、リーグ運営委員

長は施設委員会委員長と連絡を密に取り、リーグ戦を翌年２月末までに終了させることが

望ましい。（新型ウイルス感染症により年度内にて全試合数が終えられない場合には、次年

度へ継続して第 10回 品川区フットサルリーグを開催します。） 

 

 賛成 委員数（代理を含む） 反対 委員数 

トップカテゴリ １０ ０ 

ピースカテゴリ １１ ０ 

エンジョイカテゴリ １０ ０ 
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１３．罰則 

②リーグ戦２節欠場した場合に次年度の継続登録が申し込めなくなる（試合を欠場した

場合であっても、オフィシャルの役目を果たせば考慮される）。 

④代表者会議へ団体より出席者がいなく欠席となった場合には、罰則としてリーグ戦の

初戦を不戦敗の扱いとします。 

変更：②リーグ戦２節欠場した場合に次年度の継続登録が申し込めなくなる（試合を欠場し

た場合であっても、オフィシャルの役目を果たせば考慮される）。 

※新型コロナウイルス感染症対策チェックシートにて１つでも確認できない項目があり、

施設を利用できない場合には、考慮される（運営要項８の①、②、⑧、⑨にも適用され考慮

する）。 

④代表者会議へ団体より出席者がいなく欠席となった場合には、罰則としてリーグ戦の初

戦を不戦敗の扱いとします（新型ウイルス感染症拡大防止の観点から欠席となった場合に

は、出席者へ委任されたことにし、考慮される）。 

 

 賛成 委員数（代理を含む） 反対 委員数 

トップカテゴリ １０ ０ 

ピースカテゴリ １１ ０ 

エンジョイカテゴリ １０ ０ 

 

 

第４号議案  各カテゴリローカルルール 

別紙参照 

 

 

第５号議案  幹事会 委員長決定 

立候補者 加藤あゆみ 委員長決定 

 

 

閉 会 

 

  

以上の議事のてん末を記録し、これを証する。 

  令和 2年 7月 25日        議    長  加藤 あゆみ 


