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リーグ運営委員会 各カテゴリ担当委員用 

 

令和２年度 品川区フットサル連盟 (2020 年度) 《代表者会議》 

第 10 回 品川区フットサルリーグ《リーグ運営委員会》 

【日時】7/11(土) 18:30～21:00(受付 18:00～)  

【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）室の案内 

・トップ   第１多目的室  （広さ：128 ㎡） （平時の場合の定員 45 名） 

・ピース   第１地域交流室 （広さ：128 ㎡） （平時の場合の定員 90 名） 

・エンジョイ 第２地域交流室 （広さ： 96 ㎡） （平時の場合の定員 72 名） 

※全ての会議（委員会）室において、窓があり開放することで外気との換気が可能です。 

 

■お車をご利用の場合 

施設の駐車場を利用せずに最寄りの有料駐車場 スーパーバリュー（パトリア）を利用くだ

さい。 

 

■ご出席の場合 

「新型コロナウイルス感染症対策チェックシート」を遵守しご出席ください。 

※ご来場者の全員に氏名のみを受付にて記入していただきます。 

※3 分の 1 以上の団体欠席で延期 

※マスクの着用。 

※距離を保つよう、ソーシャルディスタンス。 

 

■進行スケジュール 

①代表者会議 

②リーグ運営委員会 

20:55 迄に 終了 撤収作業 

※リーグ戦を開幕される場合において、時間内に完結できないカテゴリには、開幕までに再

度、リーグ運営委員会を開催していただきます。 

※各カテゴリ幹事は、20:55 迄にリーグ戦を開幕される場合には、委員長並びに理事長（福

田）の承認をもらってください。様々な提案があることと思いますので実現可能かどうか、

その都度において各カテゴリ幹事、または、副幹事は、理事長兼施設委員長（福田）に聞き

に来てください。 

③幹事会 （各カテゴリ幹事、副幹事、委員長立候補・推薦者、委員長代理：福田） 

リーグ運営委員会 終了後に開催 

※現地にて各カテゴリの進捗状況を鑑みて場所を伝えます。 
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④リーグ運営委員会（幹事会）で定められた運営要項並びにローカルルールを７月中に各団

体へ案内をします。 

それらの定められた運営において、各団体において「第 10 回 品川区フットサルリーグ」に

参加、または不参加の表明をしていただきます。 

⑤定められた運営において、参加団体で「第 10 回 品川区フットサルリーグ」を 9 月の開

幕を目指して、8 月より日程の案内。 

 

■リーグ運営委員会：各カテゴリに分かれて実施 

各団体よりの１名（幹事、副幹事、会場担当、審判用具担当、広報担当）＋施設調整担当（施

設委員会より選出）により構成されます。 

施設調整担当が幹事、副幹事、会場担当、審判用具担当、広報担当を団体より複数選出し兼

ねることには制限はありませんし、施設調整担当のみでもかまいません。 

最低条件としてあるのは、各団体よりの１名の役割分担になります。 

・トップカテゴリ（12 団体）担当理事：福田 

リナイツ・リーベ、摩天楼、Zero futsal club、KatZwei、FUTSALISTA、リナイツ・グラテ

ィス、Deep、カバもん、CTU、MOB、TOKYO EL TIGRE、東海道品川宿 FC。 

施設調整担当 加藤（リナイツ・リーベ） 

 

・ピースカテゴリ（12 団体）担当理事：小川 

hige-Project、ビックファニング、SINGHA、大太郎 FC、大崎 04、RE:HENTS、ヤッパリ・

サンジェルマン、戸越銀座ユナイテッド FC、BURST、fat ё、いろは東京、FC JYOCO。 

施設調整担当 鷲頭（ビックファニング）、渡邉（戸越銀座ユナイテッド FC）、伊藤

（RE:HENTS）、高橋（RE:HENTS）。 

 

・エンジョイカテゴリ（12 団体）担当理事：高橋 

D３、AC Vabon、リナイツ・シース、BlueRuncer、gravity、FC.Cerveza、 

アフロベイビーズ、AC.tifoso、ＦＣ荏原、BURST-ON、F.C REJOYS、Selecao。 

施設調整担当 宮脇（gravity）、加藤（リナイツ・シース）、井口（BlueRuncer）、坂東

（BlueRuncer）。 

 

■リーグ運営委員会 進行手順 

(1)    各カテゴリ リーグ運営委員会 結成 

・リーグ運営委員会（冊子参照）を事前に連絡のあった団体よりの希望を元に作成してあり

ますが、あくまでも参照であって当日の出席者により変更されてもかまいません。最終決定

された組織構成を幹事会に持参。 

・各担当の役割分担については、「フットサルリーグ戦情報伝達フロー」（冊子参照）をご確
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認ください。 

※幹事の決定後は、担当理事は進行から外れて幹事に進行を任せてください。 

 

(2)    リーグ運営委員会 委員長選出 

・品川区民である立候補者並びに各カテゴリにおいて推薦される方がいましたらば、リーグ

運営委員会後の幹事会にご出席ください。 

・今年度に限り 委員長の選出にあたっては、各カテゴリの幹事、副幹事にて結成される幹

事会で決定させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策のために全カテゴリのリーグ運営委員会を一堂に会する場

を設けられない為。 

 

(3)    第 10 回 品川区フットサルリーグ 開幕に向けての引き継ぎ提言と挨拶 

福田貴仁 品川区フットサル連盟（理事長、施設委員長） 

第１～９回 品川区フットサルリーグ 運営委員長 より 

 

皆様に事前にお伝えしてあります通りに 私（福田）が品川区フットサルリーグは、自主運

営の理念（品川区フットサル協議会運営要項）に基づき組織しておりますので、所属してお

りました団体が当連盟より脱退し、私も選手の資格・登録を失っていることから、新しい委

員長の方へ引き継ぐことになります。このような状況で今までにこのリーグ戦を共に創っ

ていただいた方々に団体の皆様に直接的に感謝の気持ちを伝えられないことご了承くださ

い。「今まで ありがとうございました。」 

この先も残されている理事長の任期まで、または、施設委員会のメンバーの一員として こ

の先の皆様で創り上げるリーグ戦の協力をさせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

さて、新しい委員長の方へ 並びに 今般の新型コロナウイルス感染症が世界的にパンデ

ミックを引き起こしている予断を許さない状況下でも、リーグ戦の開幕に準備をされる

方々へ 私の 今までに培ってきたノウハウをこの状況下で開幕に至る場合の運営を提言

として 最後の責任としてお伝えさせていただきます。 

これは、あくまでも 私の思考できる現時点での現実的な提言であって これに当てはま

らない 活発的な発想 豊かな提案で変更されていただいてかまいません。 

どのようなリーグ戦のカタチになろうとも、最後に主催者（品川区フットサル連盟）として

承認するのは、私（理事長）であり 私にその責任があります。 

 

※各委員に冊子「品川区フットサル競技会運営要項」を閲覧していただきながら進行されるこ

とで円滑に進められます。 
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■品川区フットサル競技会運営要項を新型コロナウイルス感染症の対策防止の観点から変

更させます。（暫定期間 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。 

 

補足説明 

例１） 

トップカテゴリー ８チーム 

ピースカテゴリー ８チーム 

エンジョイカテゴリー ７チーム 

上記のような登録の場合は、２３チームなので２カテゴリーによるリーグ制にする。 

トップカテゴリー１２チーム （トップ８チーム、ピース４チーム） 

ピースカテゴリー１１チーム （ピース４チーム、エンジョイ７チーム） 

 

例２） 

トップカテゴリー １２チーム 

ピースカテゴリー ５チーム 

エンジョイカテゴリー ６チーム 

上記のような登録の場合は、２３チームなので２カテゴリーによるリーグ制にする。 

トップカテゴリー１２チーム （トップ１２チーム） 

ピースカテゴリー１１チーム （ピース５チーム、エンジョイ６チーム） 

 

例３） 

トップカテゴリー ５チーム 

ピースカテゴリー ６チーム 

エンジョイカテゴリー １２チーム 

上記のような登録の場合は、２３チームなので２カテゴリーによるリーグ制にする。 

トップカテゴリー１１チーム （トップ５チーム、ピース６チーム） 

ピースカテゴリー１２チーム （エンジョイ１２チーム） 
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※各リーグ運営委員会の委員の挙手にて数を確認してください。 

反対多数の場合には、他のカテゴリに声をかけて 一旦中断し総数を確認後に進行並びに

反対される方へ提案していただき他のカテゴリにも提案内容の周知をお願い致します。 

 

 

 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。 

 

補足説明 

プライバシーポリシーと新型コロナウイルス感染症対策チェックシートは、冊子にて掲載

されております。 

※各リーグ運営委員会の委員の挙手にて数を確認してください。 

反対多数の場合には、他のカテゴリに声をかけて 一旦中断し総数を確認後に進行並びに

反対される方へ提案していただき他のカテゴリにも提案内容の周知をお願い致します。 

 

 

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）。 

 

補足説明 

新規資格取得者でなく、更新される方は、JFA ラーニングで審判員向けの Web 上で受講す

る更新講習会は開催されると思いますので、来年度にむけて「キックオフ」サイトより受講

を忘れずに 

※各リーグ運営委員会の委員の挙手にて数を確認してください。 

反対多数の場合には、他のカテゴリに声をかけて 一旦中断し総数を確認後に進行並びに

反対される方へ提案していただき他のカテゴリにも提案内容の周知をお願い致します。 
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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） 

 

補足説明 

主審は、その競技者に問題となるものを外すべきと伝えなければならない。 

外すことができない、またはそれを拒んだ場合は、次の競技が停止されたとき、フィールド

から離れるよう命じなければならない。 

伝えたにもかかわらず再び身につけていることが確認された場合は、競技者を警告し、プレ

ーを停止したときにボールがあった位置から行われる間接フリーキックが相手チームに与

えられる。（フットサル競技規則 競技者の用具（装身具）の着用について を適用） 

※各リーグ運営委員会の委員の挙手にて数を確認してください。 

反対多数の場合には、他のカテゴリに声をかけて 一旦中断し総数を確認後に進行並びに

反対される方へ提案していただき他のカテゴリにも提案内容の周知をお願い致します。 

 

 

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。 

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
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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。 

 

補足説明 

現時点では、どの対戦方法になるかは未定です。先ずは、このリーグ運営委員会にて運営要

項を確立され その運営要項で参加できるか 不参加をされるか 各団体に対して７月中

に再度、周知し対戦方法が参加チーム数と運営要項により定まります。あくまでも参加チー

ム数の決を各団体の代表者から取っているのではなく 運営要項の変更点の決を取ってい

るので 勘違いしないように各委員は心掛けてください。 

※各リーグ運営委員会の委員の挙手にて数を確認してください。 

反対多数の場合には、他のカテゴリに声をかけて 一旦中断し総数を確認後に進行並びに

反対される方へ提案していただき他のカテゴリにも提案内容の周知をお願い致します。 

 

 

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。 

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
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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。 

 

補足説明 

トップカテゴリーにおいて、３０分とする。【１５分ハーフ】の要望が多数であった場合に

は、トップカテゴリー内において２部制とし、６チームごとによる一回戦総当たりリーグ戦

で行うことを了承していただけるならば可能であり、最後に順位決定戦までできますが、施

設確保の観点からと公式ホームページのサイトの成績結果の反映の仕様からも考えますと

全カテゴリーにおいて同じであることが成績の把握が簡潔です。 

※各リーグ運営委員会の委員の挙手にて数を確認してください。 

反対多数の場合には、他のカテゴリに声をかけて 一旦中断し総数を確認後に進行並びに

反対される方へ提案していただき他のカテゴリにも提案内容の周知をお願い致します。 

 

 

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。） 

 

補足説明 

施設委員会より リーグ戦を開催するに至った場合には、例年通りの施設確保の手順（往復

はがきによる抽選、または現地での抽選）では困難であることが想定されております。各担

当に限らず各団体内のメンバー様で朝の 9:00～10:00 の間に余裕があり先着順での電話申
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し込みに協力していただけます方がおりましたらば、氏名・連絡先（電子メール、携帯電話

番号）を施設委員会：委員長 福田にご紹介していただけますと幸いです。 

随時ご協力いただけます方を募集しています。 

申し込み方法は、直接 ご本人様へ連絡をその都度させていただきます。 

※各リーグ運営委員会の委員の挙手にて数を確認してください。 

反対多数の場合には、他のカテゴリに声をかけて 一旦中断し総数を確認後に進行並びに

反対される方へ提案していただき他のカテゴリにも提案内容の周知をお願い致します。 

 

 

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）。 

 

補足説明 

運営要項８の①、②、⑧、⑨にも適用され考慮するとは、不戦敗の回避になります。 

その場合には、当日の現地にて急なお願いとしてフレンドリーマッチなどになることも想

定されますのでご承知おきください。 

※各リーグ運営委員会の委員の挙手にて数を確認してください。 

反対多数の場合には、他のカテゴリに声をかけて 一旦中断し総数を確認後に進行並びに

反対される方へ提案していただき他のカテゴリにも提案内容の周知をお願い致します。 

 

 

以上が品川区フットサル競技会運営要項を新型コロナウイルス感染症の対策防止の観点か

ら変更についての提言となります。 

 

次に各カテゴリーにおいて、ローカルルールなどの提言となり 

各カテゴリーにおいて 独自性のある提案など 議論され定めて幹事会へご報告ください。 
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※毎節の会場で行わられる代表者ミーティングは、当日の進行の確認であったり、お知らせの

周知の場ですので、運営要項やローカルルールの変更はできませんので、このリーグ運営委員

会で定めてください。リーグ戦開催後に途中で運営要項やローカルルールの変更を余儀なく

される場合や提案があった場合には、リーグ戦を一旦中断しリーグ運営委員会を開催後にリー

グ戦は再度、開催されます。 

 

■対戦組み合わせの告知について 

施設確保が例年（２～３ヵ月前）と異なり 開催日の１ヵ月前になります。したがって、そ

れから 各カテゴリーに施設を割り振り 各カテゴリー内で組み合わせを確定させるのに

10 日間とすると、開催日の 20 日前に告知され参加していただく運びとなります。 

告知後に参加できない団体には、運営要項８．試合方法と１３．罰則が適用され不戦敗とな

ります。 

また、例年（２～３ヵ月前）ですと組み合わせが確定される前に、かなり前もっての調整依

頼をしなければ、不戦敗であったことが、この期間中では１ヵ月前に調整依頼をされていれ

ば不戦敗を回避でき組み合わせ（日程）調整が可能であることになります。 

 

 

【自粛・対応要請】 

■各施設の更衣室の利用は、各施設ごとのガイドラインやチェックシートを遵守。 

可能な範囲で更衣室の利用を避けることが望ましい。 

会場になることが想定される品川区内 各公共施設での現時点での更衣室の定員制限 

天王洲公園 男子 10 名 女子制限無し ※他に野球場二面（サッカー場）あり 

南ふ頭公園 男子３名 女子２名 

八潮北公園 男子３名 女子３名 ※他にテニスコート複数面、フットサル場あり 

しながわ中央公園 男子６名 女子４名 ※他にテニスコート複数面あり 

 

※印は、私達がミニサッカー場（フットサル二面）を使用している場合にも、同時に利用さ

れている他の競技団体が複数いることを意味している中での施設側の遵守しなければなら

ない定員数となります。 

私達がフットサルコート二面で 2 時間を運営する場合には、最低でも６チームが集まりま

す。（最低でも 30 名以上） 

男子３名を基準値で私達のみが更衣室を利用した場合でも、1 人が５分とすると 10 回の

ローテーションで 50 分です。 

そこに他の競技団体ないし、利用する時間の入れ替えで交差する他の競技団体を考えると

現実的に更衣室の利用などできません。 

また、夜間帯での利用が主になると想定されております。施設を 21：00 まで利用すると、
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その後に更衣室で 50 分かかるとすると その前に施設は閉まり 結局は全員が更衣室の利

用など不可能です。 

 

提言 

プラン A 更衣室を利用しない 

・更衣室を利用しないこととする。 

 

プラン B 各団体の人数を制限する 

・各施設ごとの更衣室での利用制限人数を遵守することを前提条件として 

女子並びにオーバー５０である方の更衣室の利用を制限なく認め 

 それ以外に各団体より代表者、副代表者の２名を上限に更衣室の利用を貴重品など更衣

室のロッカーを利用する管理者として認める（代理の方を上限内で選出してもかまわな

い）。 

 

プラン C 更衣室の管理者を定める 

・幹事、または会場担当者が開催会場に 60 分前に現地入りされ 

 各施設ごとの更衣室での利用制限人数を遵守並びに利用人数を管理することを前提条件

として 

 特に制限無く認め 会場利用後も最終的に更衣室を利用される方を見届け管理する 

例）17：00～19：00 での会場利用の場合には、 

 幹事、または会場担当者は、16：00～20：00 の間 更衣室の利用人数を管理することに

なる 

 他の競技団体との調整も現地にて行わられることも想定される 

 

提言としてあるプラン以外を定める場合は、定めを詳細に幹事会へご報告してください。 

 

※定めたことに違反した場合は、運営要項１３．罰則 ①を適用し 該当するカテゴリーのリー

グ戦を一旦中断し、リーグ運営委員会を開催していただき裁定に基づき処分が行われた後に

リーグ戦の再開となります。 

 

 

■審判用具は、常に清潔に管理すること（口をつけるホイッスルを他者と共有せずに電子ホ

イッスルを使用する）。 

 

提言 

プラン A 
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毎試合ごとに除菌シートにより審判用具を清潔に管理する 

 

プラン B 

各団体において 審判用具を一式揃えて用意する 

 

提言としてあるプラン以外を定める場合は、定めを詳細に幹事会へご報告してください。 

 

■審判用具としてのビブスの取り扱い 

例年ですと審判用具には、審判用の黒ビブスと試合においてファーストユニフォームの色

が同系色であった場合には、チームに対してビブスの貸し出しを行っておりました。 

ですが、今般の新型ウイルス感染症の感染防止の対策の観点から 不特定多数の方がビブ

スを着回し その後、審判用具担当者らが持ち帰り洗濯することに対しての対策をお願い

致します。 

 

提言 

プラン A 

各団体において 審判服を二着用意する ファーストユニフォームと異なる色のビブスを

用意する 

 

 

プラン B 

各団体において 審判服を二着用意する ファーストユニフォームと異なる色のセカンド

ユニフォームを用意する 

 

提言としてあるプラン以外を定める場合は、定めを詳細に幹事会へご報告してください。 

 

 

■試合前後の審判員並びに相互チーム間の握手の慣例を省略する。 

 

 

■ローカルルールにおける対戦相手の選手が転倒した場合の手を差し伸べプレーを停止し

なければイエローカードを免除（転倒した選手へ声かけプレーは停止すること）。 

 

 

■他にローカルルールを設ける場合は、定めを詳細に幹事会へご報告してください。 

（別紙に記載されている今までのローカルルールは、継続されます。） 
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■開幕戦前のシミュレーション試合の実施について 

以上までの事柄を踏まえて 各カテゴリーにおいて 開幕戦前のシミュレーショ

ン試合を要望される方が多くあった場合には、７月～８月中に調整させていただ

きます。 

 

補足説明 

以上までの事柄を踏まえてた上でリーグ戦の開幕に向けての話し合いに至った場

合には、9 月の開幕を目指して この後の幹事会を開催し ７月中に参加の可否を

確認し ８月中より新たな委員長の下でリーグ戦の案内となります。 

で、ありますが 9 月の開幕の際には、今と状況が異なり 各施設ごとの特に要点

となる更衣室の利用制限人数などに変更が施設側よりなされる場合がありますの

で、シミュレーション試合を開催されても その通りには、継承できないことも想

定されることはご了承ください。 

 

シミュレーション試合の実施を要望される 

個人、団体の方は表明ください。 

 

以上です。 

幹事、副幹事、委員長への立候補者、推薦の方々は、福田に声をかけて 幹事会に

移行します。 

その他の方々は、会場の撤収作業にご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品川区フットサル連盟 理事長 

リーグ運営委員会 委員長代理 

福田貴仁 

2020/07/09 


