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第８回

予約№

BEACH SOCCER FESTIVAL HIROSHIMA In ベイサイドビーチ坂 2022

＊＊＊＊＊＊＊＊＊【①開催要項と予約方法について】＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■開催名称■ 第８回・BEACH SOCCER FESTIVAL HIROSHIMA In ベイサイドビーチ坂 2022
■主

催■ ミラつくプロジェクト・(山口県スポーツ振興委員会)

■主

管■ ビーチサッカーフェスティバルヒロシマ実行委員会

■特別協力■ 山口県ビーチサッカー連盟
■協

力■ みなとオアシスベイサイドビーチ坂 運営委員会
一般社団法人 あきの町づくり ・ はまきみプロジェクト

■開催目的■ 昨今は、新型コロナウイルスや、豪雨災害など、暗い話題が多い毎日が続いております。
長期化する with コロナ生活の影響で、運動不足や体重増加による健康被害がニュースで
も大きく取り上げられています。特にフットサルなど、密になりやすい屋内競技は制限
もあり、思うように活動できずにストレスを抱えている方々が多いと思われます。
そこで、マイナースポーツでありながら、大自然の屋外で紫外線を浴びながら健康的に
実施可能ということと、ワールドカップ準優勝を果たしたことで、今注目を集めている
「ビーチサッカー」を普及させて、少しでも国民の健康被害を解消できる手段になれば
と願い、コロナウイルス感染拡大防止対策をしっかりと行いながら、出場チーム上限数
を設けて大会を開催したいと思います。開催期間中は、with コロナ生活の中で、適度に
ディスタンスを確保しながら少人数で楽しめるような、新時代のハイブリッドスポーツ
の体験、および発信ができるようなアトラクション「フットゴルフ・フットダーツ」等、
複数ご用意させていただきます。試合の待ち時間を利用しながら、今後の with コロナ運
動不足問題に大きく役立てていただけるような意味のある開催内容にしたいと考えてお
ります。安全に無事故で開催を終えるために、文末の注意事項を熟読して、絶対に順守
していただけるチームのみ、同意の上エントリーをお願い致します。
感染防止対策にご協力いただけないチームを発見した場合は、即失格処分となります。
末永く、この大会を継続させるため皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。
■開催日時■≪参加日程を選べる≫※今年も 10 月開催です！！
この大会は、土曜日、日曜日それぞれ、「単独・１ｄａｙ大会形式」です。
下記、2 つの開催日より、お好きな日程を選択できます！
【土曜の部】2022 年 10 月 22 日(土)

9 時 00 分～17 時 00 分 ※小雨決行

【日曜の部】2022 年 10 月 23 日(日)

9 時 00 分～17 時 00 分 ※小雨決行

※土曜日＋日曜日、2day(連続出場)の予約も可能です。（お得な割引特典付き）
※どちらの日程も、チャレンジクラスとエンジョイクラスの選択が可能です。
※完全予約制。申込期限が設定してありますが、各日程と各クラスに募集定員数あり、
定員数が埋まったところから順次受付終了となります。(申込み先着順)
※開催日に台風など悪天候で開催不能の場合は、下記の予備日程に延期。
※悪天候で延期の場合→ 2022 年 11 月 26 日(土)と、11 月 27 日(日)同時刻。
※延期日程も悪天候の場合はチーム代表者と協議の上、再延期日程を調整。
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■開催場所■

広島県安芸郡坂町 ベイサイドビーチ坂 特設会場

【所在地】広島県安芸郡坂町水尻地先
・電 車：ＪＲ呉線・水尻駅下車 → 徒歩すぐ(海に向かって左側の区画です)
・自動車：(広島方面より)広島呉道路 坂北 IC から国道 31 号を呉方面に約 5 分
(呉方面より)広島呉道路 坂南 IC から国道 31 号を呉方面に約 3 分
※呉側ゲートから入場してください。(駐車場無料)
■募集クラス■≪カテゴリークラスの区分と表彰について≫
【チャレンジクラス】…普通に楽しむならコチラ！！
・日常でサッカー・フットサルを楽しんでいる経験者を対象としています。
・最低 5 名～上限 10 名まで登録可能（年齢制限→中学生以上／性別→問わない）
・ビーチサッカープロ選手および、各地域 BS リーグに所属している選手の出場は不可。
・土曜の部／日曜の部、それぞれの優勝チームには、沖縄で開催予定の全国ビーチサッカーフェ
スティバルの出場権と補助金を授与。
・上位入賞チームと優秀選手に表彰状と賞品を授与。
【エンジョイクラス】…文字通り初心者はコチラ！！
・サッカー・フットサルの未経験者または、経験年数の浅い初心者を対象としています。
・勝ち負けにこだわらず純粋に楽しむことを目的とする。男女ミックスや、レディースチーム、
ファミリー、企業のレクリエーション、サッカー系以外のサークルなど大歓迎。
・最低 5 名～上限 10 名まで登録可能（年齢制限→なし／性別→問わない）
・サッカー上級者のチームおよび選手の出場は認めない。ただし、初心者、女性、小学生などの
サポートを目的とするサッカー経験者の出場は認められる。
・土曜の部／日曜の部、それぞれの上位入賞チームと優秀選手に表彰状と賞品を授与。
・沖縄の全国フェスティバルにエンジョイクラスが設定された場合は優勝チームと出場の意思確
認を行い、条件によっては送り出し補助を行う場合がございます(任意)
■募集チーム数■ ≪完全予約制≫
◇土曜日開催◇【チャレンジクラス】12 チーム・【エンジョイクラス】6 チーム（申込先着順）
◇日曜日開催◇【チャレンジクラス】12 チーム・【エンジョイクラス】6 チーム（申込先着順）
[補足]募集定員数について…
コロナウイルス感染拡大防止のため、出場チーム数の上限を設定しています。
[補足]募集カテゴリーと開催日程について…
予約状況とバランスにより、著しく偏りがあった場合は、予約をいただいているチーム代表者と
連絡相談の上、土曜日の予約と日曜日の予約を 1day に統合、または、チャレンジ・エンジョイを
統合してオープンクラスにするなど、予定を変更する場合がございます。
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■予約の種類(６区分)と参加費用■≪土曜日・日曜日共通の価格≫
【チャレンジクラス・1day・土曜の部】 …￥20,000 ＋税
【チャレンジクラス・1day・日曜の部】 …￥20,000 ＋税
【チャレンジクラス・2day・割引パック】…￥30,000 ＋税 ※優勝のチャンスが 2 回でお得！！
【エンジョイクラス・1day・土曜の部】 …￥15,000 ＋税
【エンジョイクラス・1day・日曜の部】 …￥15,000 ＋税
【エンジョイクラス・2day・割引パック】…￥20,000 ＋税 ※優勝のチャンスが 2 回でお得！！
[補足] 2day・割引パックのメリットは？
※特典①…土曜日＋日曜日の連続出場予約の場合は下記の割引が適用されます。
通常価格【チャレンジ・2day】￥20,000＋￥20,000＝￥40,000 ⇒ ￥30,000＋税
通常価格【エンジョイ・2day】￥15,000＋￥15,000＝￥30,000 ⇒ ￥20,000＋税
2day で予約をすれば、ナント！ ⇒ ￥10,000 分がお得になります！！
※特典②…優勝のチャンスが２回！！
【1day 土曜日大会】・【1day 日曜日大会】という単独開催形式なので、それぞれの大会で優勝を
決定します。なお、土曜日の優勝チームと、日曜日の優勝チームの決定戦は行いません。したが
って【2day・割引パック】で予約すれば、優勝のチャンスが２回！！つまり、土曜日で優勝を逃
しても、沖縄ゲットの可能性が高まります。※注意：1day で予約して敗退した場合は現地で変更
することはできません ※事前に 2day 予約が必要です。
[補足] 2day・割引パックで予約したチームが、土曜日に優勝した場合の措置(定義)について
※広島から２チームの出場枠があること、たくさんのチームにビーチサッカーの本場、沖縄で
経験値を積んでいただきたいという理由で、前回から下記の新しい規定を追加しています。
※定義①…2day 割引パックの予約で、土曜の部に優勝した場合は、通常通り、土曜の部・優勝チー
ムとして、沖縄全国 BSF 出場権＋補助金＋賞品を獲得！！
※定義②…2day 割引パックの予約で、土曜の部に優勝したチームは、日曜の部の出場も予定通り出
場をすることが前提となります。[理由]日曜の最低試合保障の数に影響が出るため
※定義③…2day 割引パックの予約で、土曜の部に優勝したチームが、日曜の部でも連続優勝した場
合については、以下の規定を定めます。
②-1：日曜の部「準優勝チーム」が、沖縄 BSF 出場権＋補助金(減額分)を獲得する。
②-2：日曜の部「優勝チーム」が日曜日の賞品を獲得し、さらに、土曜の部・優勝チー
ムとしての補助金を増額する。
②-3：土曜の部「優勝チームＡ」と、日曜の部「優勝チームＢ」が、それぞれ、2day 割
引パック(同条件)の場合は、各チーム、補助金の増減はなく通常の補助金を獲得。
※定義④…2day 割引パックの予約で、土曜の部で優勝を逃し、日曜の部で優勝した場合は、通常通
り、日曜の部・優勝チームとして、沖縄全国 BSF 出場権＋補助金＋賞品を獲得！！
※定義⑤…補助金の額は、実際の参加チーム数により変動します。
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■申し込み期限■
2022 年 10 月 3 日(月)17 時 ※予約メール受信時間
※[完全予約制]各日程と、クラスには、定員数がございます。定員数に達し次第、キャンセル待
ち予約となります。(過去の傾向としては、かなり早い段階で予約が埋まりましたので、申し込
みはお早めにお願い致します。)※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。
■エントリー費用の支払い方法■
文末に記載の予約完了後、ホームページから「②予約完了後の手続き方法」の手順で、期限内に
お振込みをお願い致します。
■組み合わせ■
予選グループの組合せ方法は基本的に、会場にて当日抽選とさせていただく予定ですが、開催ス
ケジュールがタイトになることが予測された場合は、事前抽選に切り替える場合がございます。
■試合形式■
【チャレンジクラス】
予選リーグ＆決勝トーナメント方式で行う。
３チーム×４グループで予選を行い、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。
※（予選敗退が決定した場合でも敗者決定戦など、最低３試合以上が保障されます）
【エンジョイクラス】
予選リーグ＆決勝トーナメント方式で行う。
３チーム×２グループで予選を行い、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。
※（予選敗退が決定した場合でも敗者決定戦など、最低３試合以上が保障されます）
[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、希望チームは空きコートで遊べます）
※（満足いただけるだけの試合数をこなしますのでご安心ください。）
■大会ルール■
2022 年度・FIFA 国際ビーチサッカールール＋ローカルルールで開催します。
（大会開始前に招待ゲストチームによる、実戦形式のルール説明があるので安心です。）
各クラスの予選リーグは勝ち点方式で行う。
勝ち→勝ち点３、分け→勝ち点１、負け→勝ち点０ で算出する。
勝ち点で順位が並んだ場合は、得失点→総得点→直接対結の成績→サドンデスＰＫの順とする。
決勝トーナメントで引き分けの場合は、サドンデスＰＫとし、決勝戦の場合のみ、最大３分の延長
戦を行い、決着がつかない場合は、サドンデスＰＫ戦を行う。
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■コ

ー ト■

【各クラス共通】…… ３７ｍ×２８ｍ ～

３２ｍ×２３ｍ

[補足]満潮の関係など、実際の設置状況の都合でサイズ変更する場合もあります。
■ユニフォーム■
基本的に、上半身の色が揃っていて、背番号が付いているものが望ましい。
チームユニフォームを持ってない場合は、ビブスの無料貸し出しを行います。
[補足]上半身裸でのプレーは禁止です。
（※ユニフォーム着用の場合でも袖から刺青やＴＡＴＯＯが見える場合は出場不可。）
■シューズ■
国際ビーチサッカールールに沿って、基本的にプレーは裸足で行います。アンクルサポーター
の着用は可能で、レガースの着用は禁止です。
[補足]今大会はエンジョイ指向のチームが多いと予測されますので、ローカルルールとして、
ストッキング（靴下）を履いてプレーすることを認めます。
（怪我防止のため初めての方は、重ね履きでのプレーを推奨します。）
■運営サポートの協力■
基本的に各コート、専属の第１審判（主審）をご用意させていただいておりますが、大会運営上、
砂浜でのジャッジということもあり判定が微妙な場面が必ず出てきます。ミスジャッジや誤審を
防止するために、例年通り、各チームから持ち回りで、第２審判サポートとボールパーソンのご
協力をお願い致します。基本的に専属審判員が全体のジャッジをしてくれますし、大会開始前に
実際のコートを使ってルール説明を行いますのでご安心ください。
■注意事項■（ご予約の前に、必ずお読みください。）
㊟朝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。正式な集合時間は募集〆切後に発表します。
（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。
（重要確認事項をお伝えいたします。当日抽選の場合はここで予選の組み合わせを行います）
㊟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・威圧等）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・プレー以外の待機時
間のすべてが対象となります。）
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㊟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お勧めいたします。ご不明な場合は事務局までご相談ください。
㊟台風などの悪天候の場合は、予備日程として、11 月 26 日(土)・27 日(日)に延期します。
㊟台風などの影響で、開催日と予備日程のすべてが悪天候の場合は、再延期となり運営事務局と参
加チーム代表者との連絡協議のうえ、開催日を決定いたします。なお、延期および再延期の日程
が確定した時点で、出場の都合がつかなくなったチームは、エントリー料金の半額を返金させて
いただきます。延期の判断は 090-7123-1222 の電話で前日までにお知らせさせていただきます。
㊟予約の時点で参加日程の希望を、第１希望と第２希望で出すことが可能です。希望日程は、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、１ｄａｙ開催に統合する場合もあります。
㊟予約のバランスによっては、オープンクラスの１種類に統合する場合があります。
㊟一般クラスの優勝チームには、スポーツグッズなど豪華賞品ならびに協賛商品の授与、ならびに
副賞として、沖縄で３月に開催予定の全国各地から集まる沖縄ビーチサッカーフェスティバルの
出場権、および、渡航の際の補助金が授与されます。※補助金は、エントリーチーム数により変
動します。なお、この権利は譲渡および転売はできないものとします。なお、このツアーにつき
ましては、当事務局提携の旅行代理店を利用することが条件となります。ツアーは渡航費、宿泊
費などを対象に最安値をご案内させていただきます。レンタカーや飲食代などの諸費用、および
大会エントリー費用はツアー対象には含まれません。コロナウイルス蔓延状況によっては、沖縄
出場は義務ではなく自主的に断念することも可能です。沖縄大会を希望しない場合は、他の同等、
類似の大会をご案内させていただくか、または、賞品に切り替えることも可能です。その場合は、
沖縄出場の権利を準優勝チームにご案内する期間が必要なため、賞品に切り替える場合の判断に
は期限設定がございます。※出場の意思はあるが、コロナの影響で沖縄大会が開催不可の場合は、
他の同等、類似の大会のご案内、または賞品を選択、または、次年度に持越し出場を選択可能。
㊟初心者クラスでの参加で、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)
㊟選手登録のルールとして、同一クラスにおいて他チーム（２重登録）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両チームの出場権利が剥奪され失格となります。
㊟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。キャンセルをご希望の場合は、締切り期日を迎える前に事務局まで必ずメールにてキ
ャンセル申請が必要です。締切期日、2022 年 10 月 3 日(月)17 時。なお、締切日を経過後から開
催日の間に緊急事態宣言が出た場合は、この限りではありません。
㊟本大会に出場選手および同伴者は、コロナウイルス感染拡大防止と、万が一の事態に感染経路を
把握するための参加者名簿を用意させていただきますので、来場受付時に、体温などの必要事項
にご記入が必要(※必須)となりますのでご協力を御願い致します。記入のないチームは失格処分
となります。(出発前に体温を計測の上、当日、37 度以上の熱がある場合や体調のすぐれない選手
は出場を見合わせてください)
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↓ 予約の手順はコチラをご確認ください ↓
■予約手順■ 簡単に予約ができるエントリーフォームと、メール予約の２種類から選択可能。。
簡単エントリーフォーム

(A)簡単エントリーフォームから予約の場合はコチラ

ＱＲコードをスマホのカメラで読み取るとエントリーフォーム画面が開きます。
記入欄に入力後、送信ボタンを押してください。(※必須の欄は必ず記入)
予約完了の返信メールが届くまで、しばらくお待ちください。
(※自動返信ではありません。2 日以上返信が届かない場合はご一報ください)
[補足①]メンバー記入欄に選手名を記入した場合は、これで予約が完了となりますので、
後日、期限内にエントリー料金を納付して、あとは当日来場するのみです、
[補足②]メンバー記入欄に選手名を記入しなかった場合でも予約は完了できますが、
後日、期限内にエントリー料金を納付と併せて、ホームページからメンバー用紙を
ダウンロードして、記入後、事務局 enjoy@miratuku.com まで送信してください。
[補足③]予約送信後に、定員数を超えたキャンセル待ちの返信が届いた場合については、
エントリー料金の事前納付は行わずに、再度受付可能になるまで待機願います
(B)従来通りメールから予約の場合はコチラ
メール予約で必要な項目は、下記のとおりです。下記①～⑥【 】内の必要事項を記入後、
下記のメールアドレスに送信すると、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)
「宛先」enjoy@miratuku.com
「件名」ビーチサッカー予約
「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◆
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【
⑤ 代表者住所 【

@
県

】※PC アドレスから受信できるもの

市

】

※郵便物を受け取れる場所を記入
⑥ 希望の日程とクラスを記入してください
第１希望：【

クラス・ ｄａｙ・ 曜日】…【 】チーム

第２希望：【

クラス・ ｄａｙ・ 曜日】…【 】チーム

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[サンプル記入例]※第２希望まで選択可能
第１希望：【一般クラス・２ｄａｙ・パスポート】…【①】チーム
第２希望：【一般クラス・１ｄａｙ・土曜日】…【①】チーム
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[予約後の注意事項]
簡単エントリーフォームから、または、メールでの予約が完了後、「予約完了」の返信メー
ルが送信されてきますので、手順に従って、期日内に正式な「申し込み手続き」を完了させ
てください。※予約完了メールの中に詳細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。
※自動返信ではありませんので、送信後しばらくお待ちください。
※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、正式な申し込み手続きをお願いします。
※「予約完了」メールが届いても、正式なお申込み手続きを期限内に行わない場合は、対戦
試合保障数の関係で運営に支障をきたすとともに、キャンセル待ちのチームに連絡が遅れ
るなどの関係上、キャンセル不可となり、エントリー費用の全額をご負担いただきます。
※募集枠を超過している場合は、「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、正式な申し込み手順に進まないように待機をお願いいたします。
エントリー枠が空き次第、事務局より順次ご連絡させていただいております。
※予約受付はメール先着順で順番に対応しておりますが、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
ル設定などで、事務局からの返信がブロックされている可能性が考えられますので、お手
数ですが、事務局までお電話でお問い合わせをお願いします。
ご予約の際は事前に、enjoy@miratuku.com のアドレスからメール受信許可、または、迷惑
メールフィルタの解除を行ってから、予約の送信をお願い致します。ご不明な点は、下記
の電話番号までご連絡をいただけますよう宜しくお願い申し上げます。
…………………………………………………………………………………………………………
■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

メール： enjoy@miratuku.com

ホームページ：http://miratuku.com/
中国フットゴルフ協会：http://cfga.jp/

ミラつく・ホームページ

簡単エントリーフォーム ⇒

QR コードが読み込まない場合は、こちらをクリック（簡単エントリーフォーム）
https://forms.gle/D89x9TWoZjNwxJjz7
第 8 回 BEACH SOCCER FESTIVAL HIROSHIMA In ベイサイドビーチ坂 2022 (google.com)
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