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事業報告事業報告事業報告事業報告（（（（令和令和令和令和2222年度年度年度年度））））

 一般部一般部一般部一般部 区民大会区民大会区民大会区民大会
リーグリーグリーグリーグ戦前期戦前期戦前期戦前期 2020202020202020年年年年 4444月月月月1111日日日日～～～～2021202120212021年年年年 9999月月月月30303030日日日日

リーグリーグリーグリーグ戦後期戦後期戦後期戦後期 2020202020202020年年年年10101010月月月月1111日日日日～～～～2021202120212021年年年年 3333月月月月31313131日日日日

 第第第第73737373回都民大会回都民大会回都民大会回都民大会

 第第第第14141414回東京都区市長回東京都区市長回東京都区市長回東京都区市長サッカーサッカーサッカーサッカー選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

 第第第第49494949回墨東五区回墨東五区回墨東五区回墨東五区サッカーサッカーサッカーサッカー選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

※※※※コロナコロナコロナコロナ禍影響禍影響禍影響禍影響によりによりによりにより大会中止大会中止大会中止大会中止
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事業計画事業計画事業計画事業計画（（（（令和令和令和令和3333年度年度年度年度））））

 一般部一般部一般部一般部 区民大会区民大会区民大会区民大会
リーグリーグリーグリーグ戦前期戦前期戦前期戦前期 2021202120212021年年年年 4444月月月月1111日日日日～～～～2021202120212021年年年年 9999月月月月30303030日日日日

リーグリーグリーグリーグ戦後期戦後期戦後期戦後期 2021202120212021年年年年10101010月月月月1111日日日日～～～～2022202220222022年年年年 3333月月月月31313131日日日日

 第第第第74747474回都民大会回都民大会回都民大会回都民大会

 第第第第15151515回東京都区市長回東京都区市長回東京都区市長回東京都区市長サッカーサッカーサッカーサッカー選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

 第第第第50505050回墨東五区回墨東五区回墨東五区回墨東五区サッカーサッカーサッカーサッカー選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

※※※※コロナコロナコロナコロナ禍影響禍影響禍影響禍影響によりによりによりにより上記大会開催上記大会開催上記大会開催上記大会開催についてはについてはについてはについては未定未定未定未定
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会計報告会計報告会計報告会計報告（（（（令和令和令和令和2222年度年度年度年度））））
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予算案予算案予算案予算案（（（（令和令和令和令和3333年度年度年度年度））））
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役員役員役員役員

 部長部長部長部長 皆川皆川皆川皆川 智博智博智博智博

 副部長副部長副部長副部長 川端川端川端川端 秀一秀一秀一秀一 野口野口野口野口 博司博司博司博司

 事務局事務局事務局事務局 野口野口野口野口 博司博司博司博司

 会計会計会計会計 野口野口野口野口 博司博司博司博司

 会計監査会計監査会計監査会計監査 宮本宮本宮本宮本 憲憲憲憲

 運営部部長運営部部長運営部部長運営部部長 皆川皆川皆川皆川 智博智博智博智博

 技術部部長技術部部長技術部部長技術部部長 関関関関 博行博行博行博行

 審判部部長審判部部長審判部部長審判部部長 鈴木鈴木鈴木鈴木 賢賢賢賢

 HPHPHPHP担当担当担当担当 武田武田武田武田 直樹直樹直樹直樹

任期任期任期任期2222年年年年 (2021(2021(2021(2021年度年度年度年度〜〜〜〜2022202220222022年度年度年度年度))))
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事務局事務局事務局事務局

 活動報告活動報告活動報告活動報告

(1) (1) (1) (1) 令和令和令和令和2222年度葛飾区年度葛飾区年度葛飾区年度葛飾区サッカーサッカーサッカーサッカー連盟総会連盟総会連盟総会連盟総会

※※※※コロナコロナコロナコロナ禍影響禍影響禍影響禍影響によりによりによりにより中止中止中止中止

(2) (2) (2) (2) 第第第第73737373回区民体育大会総合開会式回区民体育大会総合開会式回区民体育大会総合開会式回区民体育大会総合開会式

※※※※コロナコロナコロナコロナ禍影響禍影響禍影響禍影響によりによりによりにより中止中止中止中止
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事務局事務局事務局事務局

 活動計画活動計画活動計画活動計画

(1) (1) (1) (1) 令和令和令和令和3333年度葛飾区年度葛飾区年度葛飾区年度葛飾区サッカーサッカーサッカーサッカー連盟総会連盟総会連盟総会連盟総会

※※※※コロナコロナコロナコロナ禍影響禍影響禍影響禍影響によりによりによりにより未定未定未定未定

(2) (2) (2) (2) 第第第第74747474回区民体育大会総合開会式回区民体育大会総合開会式回区民体育大会総合開会式回区民体育大会総合開会式

※※※※コロナコロナコロナコロナ禍影響禍影響禍影響禍影響によりによりによりにより未定未定未定未定
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事務局事務局事務局事務局
 登録登録登録登録のののの流流流流れについてれについてれについてれについて

協会本部
事務局

選手登録証
登録番号
追 記

E-mail

郵送チーム
登録票
(承認)

【振込】
チーム登録費
個人登録費

選手登録証
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チーム
登録票

身分証
コピー

審判証
コピー

同意書
約束書



事務局事務局事務局事務局

 追加登録追加登録追加登録追加登録((((選手選手選手選手))))についてについてについてについて

協会本部
事務局

選手登録証
登録番号
追 記

E-mail

追加登録期限：9/30まで（到着分）

【振込】
個人登録費
9月末日極めで
振込案内を行う

登録まで4～8週間
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チーム
登録票

身分証
コピー

チーム
登録票
(承認)

選手登録証 郵送



運営部運営部運営部運営部

 活動報告活動報告活動報告活動報告

(1)(1)(1)(1)リーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦 区民大会区民大会区民大会区民大会：：：：一般一般一般一般 連盟大会連盟大会連盟大会連盟大会：：：：OOOO----30303030

 活動計画活動計画活動計画活動計画

(1)(1)(1)(1)リーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦 区民大会区民大会区民大会区民大会：：：：一般一般一般一般 連盟大会連盟大会連盟大会連盟大会：：：：OOOO----30303030
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 リーグリーグリーグリーグ戦報告戦報告戦報告戦報告
一般一般一般一般1111部部部部（（（（リーグリーグリーグリーグ結果結果結果結果 令和令和令和令和2222年度年度年度年度））））

優勝優勝優勝優勝：：：：FCアンカテルアンカテルアンカテルアンカテル
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 リーグリーグリーグリーグ戦報告戦報告戦報告戦報告
一般一般一般一般2222部部部部(O(O(O(O----30)30)30)30)（（（（リーグリーグリーグリーグ結果結果結果結果 令和令和令和令和2222年度年度年度年度））））

優勝優勝優勝優勝：：：：Garzelotta
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【【【【1部部部部：：：：13チームチームチームチーム】】】】

FCアンカテルアンカテルアンカテルアンカテル
ETC

FCトラッソストラッソストラッソストラッソス
FC MOSS

D-TRY

FC SANTE

リベラルフットボールクラブリベラルフットボールクラブリベラルフットボールクラブリベラルフットボールクラブ
FCフィリオフィリオフィリオフィリオ
DONJIRI

TDU FC

YB-Bulls

FC SPAM

タパンセカンドタパンセカンドタパンセカンドタパンセカンド

リーグリーグリーグリーグ戦計画戦計画戦計画戦計画 一般一般一般一般1111部部部部 令和令和令和令和3333年度年度年度年度
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【【【【2部部部部(O-30)：：：：12チームチームチームチーム】】】】

リスクリスクリスクリスク
Garzelotta

ヘルトヘルトヘルトヘルト1995

FCエゴイストエゴイストエゴイストエゴイスト
ボラーチョボラーチョボラーチョボラーチョ
FC堀切堀切堀切堀切
FCF

A.M.D

MEISTER

アンクラーズアンクラーズアンクラーズアンクラーズFC

東京又信東京又信東京又信東京又信サッカークラブサッカークラブサッカークラブサッカークラブ
STR川北川北川北川北

リーグリーグリーグリーグ戦計画戦計画戦計画戦計画 一般一般一般一般2222部部部部(O(O(O(O----30)30)30)30) 令和令和令和令和3333年度年度年度年度
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 連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項----1111

(1) (1) (1) (1) 試合棄権試合棄権試合棄権試合棄権チームについてチームについてチームについてチームについて
・・・・棄権時棄権時棄権時棄権時のののの勝勝勝勝ちちちち点点点点―1―1―1―1のルールはのルールはのルールはのルールは廃止廃止廃止廃止となりますとなりますとなりますとなります。。。。

・・・・運営運営運営運営（（（（審判審判審判審判・・・・本部本部本部本部））））についてはについてはについてはについては日程表通日程表通日程表通日程表通りりりり該当該当該当該当チームがチームがチームがチームが担当担当担当担当しますしますしますします。。。。

・・・・当日棄権当日棄権当日棄権当日棄権（（（（連絡有連絡有連絡有連絡有りりりり無無無無しししし関係関係関係関係なくなくなくなく））））したしたしたした場合場合場合場合はははは例年通例年通例年通例年通りりりり即即即即リーグリーグリーグリーグ除名除名除名除名としますとしますとしますとします。。。。

(2) (2) (2) (2) 審判派遣審判派遣審判派遣審判派遣についてについてについてについて
・・・・自自自自チームチームチームチーム審判運営審判運営審判運営審判運営にてにてにてにて対応対応対応対応がががが難難難難しいしいしいしい場合場合場合場合はははは、、、、事前事前事前事前にににに運営本部運営本部運営本部運営本部にににに連絡連絡連絡連絡してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 ※※※※なるべくなるべくなるべくなるべく早早早早くくくく
・・・・派遣審判派遣審判派遣審判派遣審判はははは原則原則原則原則、、、、葛飾区葛飾区葛飾区葛飾区サッカーサッカーサッカーサッカー協会一般部協会一般部協会一般部協会一般部にににに所属所属所属所属するするするする者者者者のみのみのみのみ行行行行えるものとしますえるものとしますえるものとしますえるものとします。。。。

・・・・派遣派遣派遣派遣にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、級級級級はははは問問問問わずわずわずわず審判員審判員審判員審判員1111名名名名5555千円千円千円千円のののの手当手当手当手当としますとしますとしますとします。（。（。（。（※3※3※3※3名名名名のののの場合場合場合場合1111万万万万５５５５千円千円千円千円））））

・・・・上記手当上記手当上記手当上記手当のののの支払支払支払支払いについてはいについてはいについてはいについては申請申請申請申請チームチームチームチーム、、、、派遣審判員派遣審判員派遣審判員派遣審判員とのとのとのとの間間間間でででで直接行直接行直接行直接行うものとしますうものとしますうものとしますうものとします。。。。

(3)(3)(3)(3)試合試合試合試合審判時審判時審判時審判時のホイッスルについてのホイッスルについてのホイッスルについてのホイッスルについて
・電子ホイッスルは聞こえ難いとのクレームが多いため使用不可とします。

(4)(4)(4)(4)ユニフォームのユニフォームのユニフォームのユニフォームの中中中中にににに着着着着るるるる長袖長袖長袖長袖インナーインナーインナーインナー緩和措置緩和措置緩和措置緩和措置についてについてについてについて
・・・・長袖長袖長袖長袖インナーをインナーをインナーをインナーを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合はチームではチームではチームではチームで色色色色をををを統一統一統一統一することすることすることすること。。。。そのそのそのその際際際際、、、、袖色袖色袖色袖色にににに合合合合わせるわせるわせるわせる必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
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 連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項----2222

(5)(5)(5)(5)選手証選手証選手証選手証のののの送付遅延時送付遅延時送付遅延時送付遅延時のののの対応対応対応対応についてについてについてについて
・リーグ・リーグ・リーグ・リーグ開始日開始日開始日開始日までにまでにまでにまでに協会本部協会本部協会本部協会本部よりよりよりより2021202120212021年度選手証年度選手証年度選手証年度選手証がががが届届届届かないかないかないかない場合場合場合場合はははは、、、、2020202020202020年度年度年度年度のののの選手証選手証選手証選手証をををを利用利用利用利用しますしますしますします。。。。

・・・・2021202120212021年度年度年度年度からからからから参加参加参加参加するするするする新規新規新規新規チームチームチームチーム、、、、またまたまたまた既存既存既存既存チームでチームでチームでチームで2021202120212021年度年度年度年度からからからから新規加入新規加入新規加入新規加入したしたしたした選手選手選手選手についてはについてはについてはについては、、、、顔顔顔顔とととと

生年月日生年月日生年月日生年月日がががが分分分分かるかるかるかる証明書証明書証明書証明書（（（（免許証免許証免許証免許証などなどなどなど））））をををを本部本部本部本部のメンバーチェックのメンバーチェックのメンバーチェックのメンバーチェック時時時時にににに提示提示提示提示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

(6)(6)(6)(6)本部報告書本部報告書本部報告書本部報告書のフォーマットのフォーマットのフォーマットのフォーマット刷新刷新刷新刷新についてについてについてについて
・・・・2021202120212021年度年度年度年度よりよりよりより本部報告書本部報告書本部報告書本部報告書フォーマットがフォーマットがフォーマットがフォーマットが刷新刷新刷新刷新されますされますされますされます。。。。詳細詳細詳細詳細はははは後日事務局後日事務局後日事務局後日事務局よりごよりごよりごよりご連絡連絡連絡連絡しますしますしますします。。。。

なおなおなおなお、、、、利用利用利用利用はははは3333月月月月28282828日日日日からとなりますからとなりますからとなりますからとなります。。。。

(7)(7)(7)(7)チームチームチームチーム代表者代表者代表者代表者のののの登録登録登録登録についてについてについてについて
・チーム・チーム・チーム・チーム代表者代表者代表者代表者（（（（チームチームチームチーム登録票登録票登録票登録票にににに記載記載記載記載するするするする代表者代表者代表者代表者））））はははは葛飾区在住葛飾区在住葛飾区在住葛飾区在住、、、、在勤者在勤者在勤者在勤者としますとしますとしますとします。。。。

・・・・葛飾区在住葛飾区在住葛飾区在住葛飾区在住、、、、在勤者在勤者在勤者在勤者がいないがいないがいないがいない場合場合場合場合はははは次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降よりよりよりより調整調整調整調整をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。
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 連絡事項連絡事項連絡事項連絡事項----3333

(7)(7)(7)(7)奥戸陸上競技場使用奥戸陸上競技場使用奥戸陸上競技場使用奥戸陸上競技場使用についてについてについてについて

・・・・全面全面全面全面((((フィールドエリアフィールドエリアフィールドエリアフィールドエリア++++トラックエリアトラックエリアトラックエリアトラックエリア））））使用可能使用可能使用可能使用可能

・トラック・トラック・トラック・トラック内内内内へはへはへはへは選手選手選手選手のみのみのみのみ入場可能入場可能入場可能入場可能

・フィールドへの・フィールドへの・フィールドへの・フィールドへの入場入場入場入場はははは正面正面正面正面のみのみのみのみ

・トラック・トラック・トラック・トラック内内内内はサンダルはサンダルはサンダルはサンダル禁止禁止禁止禁止（（（（スパイク・シューズのみスパイク・シューズのみスパイク・シューズのみスパイク・シューズのみ））））

・フィールド・フィールド・フィールド・フィールド内内内内へのへのへのへの持持持持ちちちち込込込込みはみはみはみは「「「「水水水水」」」」のみのみのみのみ可能可能可能可能

・・・・着替着替着替着替えはえはえはえは更衣室更衣室更衣室更衣室、、、、スタンドをスタンドをスタンドをスタンドを利用利用利用利用

※※※※スタンドスタンドスタンドスタンド利用利用利用利用はははは管理人管理人管理人管理人のののの指示指示指示指示にににに従従従従うことうことうことうこと！！！！

・・・・選手選手選手選手のウォーミングアップはのウォーミングアップはのウォーミングアップはのウォーミングアップは所定所定所定所定のののの位置位置位置位置のみのみのみのみ使用可能使用可能使用可能使用可能

※※※※壁壁壁壁などにボールをなどにボールをなどにボールをなどにボールを当当当当てないことてないことてないことてないこと

・・・・試合中当試合中当試合中当試合中当でボールをでボールをでボールをでボールを取取取取りにりにりにりに行行行行くくくく際際際際はははは、、、、トラックトラックトラックトラック利用者利用者利用者利用者がががが優先優先優先優先

・ゴミは・ゴミは・ゴミは・ゴミは持持持持ちちちち帰帰帰帰ることることることること
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 奥戸陸上競技場奥戸陸上競技場奥戸陸上競技場奥戸陸上競技場

スタンド

アップ可能エリア

陸上トラック

管理事務所

入場
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 活動報告活動報告活動報告活動報告

・・・・都民大会都民大会都民大会都民大会

※※※※ コロナコロナコロナコロナ禍禍禍禍影響影響影響影響にににによりよりよりより中止中止中止中止

・・・・東京都区市町東京都区市町東京都区市町東京都区市町サッカーサッカーサッカーサッカー選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会

※※※※ コロナコロナコロナコロナ禍影響禍影響禍影響禍影響によりによりによりにより中止中止中止中止

・・・・墨東五区墨東五区墨東五区墨東五区サッカーサッカーサッカーサッカー選手権選手権選手権選手権大会大会大会大会

※※※※ コロナコロナコロナコロナ禍影響禍影響禍影響禍影響によりによりによりにより中止中止中止中止
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 活動計画活動計画活動計画活動計画

・・・・都民都民都民都民大会大会大会大会（（（（開催未定開催未定開催未定開催未定））））

・・・・東京都区市町東京都区市町東京都区市町東京都区市町サッカーサッカーサッカーサッカー選手権選手権選手権選手権大会大会大会大会（（（（開催未定開催未定開催未定開催未定））））

・・・・墨東五区墨東五区墨東五区墨東五区サッカーサッカーサッカーサッカー選手権選手権選手権選手権大会大会大会大会（（（（開催未定開催未定開催未定開催未定））））
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 活動報告活動報告活動報告活動報告

・・・・４４４４級審判資格者講習会級審判資格者講習会級審判資格者講習会級審判資格者講習会（（（（新規新規新規新規：：：：某日某日某日某日））））中止中止中止中止

派遣派遣派遣派遣：：：：----名名名名

・・・・帯同審判派遣帯同審判派遣帯同審判派遣帯同審判派遣

東京都区市町東京都区市町東京都区市町東京都区市町サッカーサッカーサッカーサッカー選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会：：：：中止中止中止中止

 活動計画活動計画活動計画活動計画

・・・・４４４４級審判資格者講習会級審判資格者講習会級審判資格者講習会級審判資格者講習会（（（（新規新規新規新規／／／／更新更新更新更新））））

日程未定日程未定日程未定日程未定

・・・・帯同審判派遣帯同審判派遣帯同審判派遣帯同審判派遣

都民大会都民大会都民大会都民大会

東京都区市町東京都区市町東京都区市町東京都区市町サッカーサッカーサッカーサッカー選手権大会選手権大会選手権大会選手権大会
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