21th BEACH SOCCER FESTIVAL
YAMAGUCHI In 虹ケ浜 2022
ビーチクリーン
＊＊＊＊＊＊＊＊＊【①開催要項】＊＊＊＊＊＊＊＊＊
■開催名称■ 第 21 回・ビーチサッカーフェスティバル In 虹ケ浜 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）

■協

力■ 山口県ビーチサッカー連盟・周南フットサルリーグ・岩柳フットサルリーグ

■開催日時■ 2022/07/30(土曜日・u-12＆u-15 の部)

9 時 30 分～16 時 00 分 ※雨天決行

2022/07/31(日曜日・ﾁｬﾚﾝｼﾞ＆ｴﾝｼﾞｮｲの部) 8 時 30 分～17 時 00 分 ※雨天決行
※台風などの悪天候の場合は、2022/08/20(土)・2022/08/21(日)を予備日程とする。
※両日ともに悪天候の場合は、協議のうえ、開催日を決定いたします。
■開催場所■

山口県光市虹ケ浜海水浴場 東海岸特設会場⇒ GoogleMap

https://onl.tw/qznZa3j

※ＪＲ光駅から海岸に向かい、海水浴場入口より左折後徒歩３分
※わかば公園（少年野球場）と、マジックアイランドが目印です。（本部連絡先：090-7123-1222）
■募集クラス■ ≪希望の日程とカテゴリーを選択可能・完全予約制≫
※今年もコロナ感染拡大防止を考慮して、チーム数の制限を行います。
※若年層の競技人口の拡大を図るため土曜日に、若年層カテゴリーのテスト開催を追加しました。
※別途、土曜日に体験型ビーチフットゴルフ大会のテスト開催を追加しました。(詳細は文末の p4)
・7/30(土)開催…【ジュニアクラス(u-12)】 募集枠：先着
・7/30(土)開催…【Jr.ユースクラス(u-15)】 募集枠：先着

6 チーム
6 チーム

・7/31(日)開催…【一般・チャレンジクラス】 募集枠：先着 12 チーム
・7/31(日)開催…【一般・エンジョイクラス】 募集枠：先着

6 チーム

■参加資格■≪各カテゴリーの参加条件と規定≫
【ジュニアクラス(u-12)】
全員が小学生以下で構成されていること。学年の違う対戦カードの場合はバランスを図るため人数の
ハンデなどローカルルールを採用する場合がございます。
【Jr.ユースクラス(u-15)】
全員が中学生以下で構成されていること。学年の違う対戦カードの場合はバランスを図るため人数の
ハンデなどローカルルールを採用する場合がございます。
【一般・チャレンジクラス】
日常でサッカーやフットサル経験者を対象とする。年齢性別は問わない。※このクラスの優勝チーム
には、2023 年 3 月に沖縄で開催予定の全国から集結する沖縄 BS フェスティバル大会の出場権と補助金
を授与する。※(コロナの影響で沖縄 BS フェスティバルが開催不可の場合は沖縄旅行 or 代替えの同等大会
を希望選択を可能とする）なお、ビーチサッカー専門チームおよび地域リーグ 2022 年所属チーム＆選手

の出場は不可（別枠のエキシビジョンマッチをご利用ください）。
【一般・エンジョイクラス】
基本的にサッカー＆フットサル未経験者を対象とする。年齢性別を問わない。ただし、女性や小学生
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が入る場合はサッカー経験者の出場は可能。または、一般成人男子のみで構成する場合は大半が初心
者であること。勝ち負けにこだわらず、純粋に楽しむことを目的とする。
【各クラス共通の参加条件】
※条件①…基本的に山口県内に拠点を置くチームで、ビーチクリーンに必ず協力すること。

※条件②…チーム登録人数は、最低 5 名～最大 15 名までとする。（ベンチに入れる人数は最大 12 名）
※条件③…ジュニアクラス・Jr.ユースクラスは引率者同伴が必須。(未成年は保護者の同意が必要)
※注意④…コロナウイルス拡大防止のため、参加者リスト記入（事前に体温を計測して来場してください）

■参加費用■≪支払方法は別紙の手順②を参照ください≫
【7/30(土)・ジュニアクラス】… ￥5,500-(税込)
【7/30(土)・Jr.ユースクラス】… ￥5,500-(税込)
【7/31(日)・チャレンジクラス】… ￥22,000-(税込)
【7/31(日)・エンジョイクラス】… ￥16,500-(税込)
■表

彰■

【ジュニアクラス】チーム賞：優勝・準優勝に賞品授与／個人賞：ＭＶＰ・得点王に賞品授与
【Jr.ユースクラス】チーム賞：優勝・準優勝に賞品授与／個人賞：ＭＶＰ・得点王に賞品授与
【チャレンジクラス】チーム賞：優勝・準優勝・３位に賞品授与／個人賞：ＭＶＰ・得点王に賞品授与
※優勝チームには、沖縄で３月に開催予定の沖縄 BS フェスティバルの出場権と補助金を授与
【エンジョイクラス】チーム賞：優勝・準優勝に賞品授与／個人賞：ＭＶＰ・得点王に賞品授与
■試合形式■
【ジュニアクラス】 …予選リーグ＆決勝トーナメント方式（最低 3 試合保障です）
12 分×1 ピリオド制、または、7 分-1 分-7 分×2 ピリオド制
【Jr.ユースクラス】 …予選リーグ＆決勝トーナメント方式（最低 3 試合保障です）
12 分×1 ピリオド制、または、7 分-1 分-7 分×2 ピリオド制
【チャレンジクラス】…予選リーグ＆決勝トーナメント方式（最低 3 試合保障です）
7 分-1 分-7 分×2 ピリオド制
【エンジョイクラス】…リーグ総当たり戦方式で順位を決定（最低 3 試合保障です）
7 分-1 分-7 分×2 ピリオド制
※実際の参加チーム数によって、試合時間や試合数に変動があります。
※実際の予約バランスにより、試合形式を変更する場合がございます。
※予選敗退でも希望があれば空きコートで遊べます。
■大会ルール■≪2022 年度・FIFA 国際ビーチサッカールールで行います≫
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。
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。
※決勝トーナメントで引き分けの場合は、サドンデス PK で決着。
※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 戦で決着。
※すべてランニングタイムで行う。※ローカルルールとして女性の得点は２点扱いとする。
■ピッチ■≪３７ｍ×２８ｍ ※実際の設置状況の都合でサイズ変更あり≫
※ジュニアの低学年エントリーの場合はコートを縮小、または人数を増やして行います。
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■ユニフォーム＆シューズ■
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。万が一、揃わない場合は、大
会本部から背番号付きビブスの無料貸し出しがございます。マナーとして上半身裸でプレーは禁止。
（※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。）
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。
アンクルガードの着用可。ストッキングの着用可。レガースおよびシューズは不可。
※夏季開催のため砂浜が熱いのでストッキングの着用を推奨しています。（重ね履きも可）
■相互審判■≪ご協力のお願い≫
基本的に専属の第１審判（主審）を運営本部からご用意させていただいておりますが、砂浜でジャッジ
の特性上、ミスジャッジや誤審を防止するために、各チームから持ち回りで、第２審判と、得点係およ
び、ボールパーソンのご協力をお願い致します。初めての参加チームや、知識の無いエンジョイ指向の
チームもありますので、当日、開幕セレモニー直後に実際のコートを使ってルール説明を行います。
…………………………………………………………………………………………………………………………

↓ご予約方法はコチラ↓

(既に先行予約済みの方は、②から手続き願います)

① お電話 090-7123-1222 または、メール enjoy@miratuku.com 宛に、ご希望のカテゴリー枠の空き状況
をご確認の上、簡単エントリーフォーム https://forms.gle/5KBEwV2FvDezxsaK6 から予約を行います。
② 予約が完了できたチームには、事務局から E メールにて、【BSF.2022.虹ケ浜(①開催要項)】と
【BSF.2022.虹ケ浜(②登録手順)】と、【BSF.2022.虹ケ浜(③エントリー用紙)】を添付ファイルにて
送信させていただきます。http://miratuku.com/ホームページからでもダウンロード可能です。
③ 【BSF.2022.虹ケ浜(③エントリー用紙)】のエクセルファイルを開き、必要事項をご記入後、
【BSF.2022.
虹ケ浜(②登録手順)】を読んで、手順①～手順③に従って、エントリー料金のお支払いを済ませて、
期限内の登録手続きを完了させてください。
※【簡単エントリーフォーム】はコチラ
https://forms.gle/5KBEwV2FvDezxsaK6 →→→→→
……………………………………………………………………………………………………………………
■問い合わせ先■
山口県スポーツ振興委員会 ミラつくプロジェクトビーチサッカー運営事務局
〒745-0803 山口県周南市大島 5-100 ホームページ： http://miratuku.com/ →
担当：橋本真治 直通 :090-7123-1222 MAIL：enjoy@miratuku.com
………………………………………………………………………………………………………………………
■その他の注意事項■（参加者の皆様は、必ずお読みください。）
㊟朝の本部受付は、必ず代表者１名以上（代理人可）で、大会本部席に来て受付を完了させてください。
㊟集合時間につきましては、実際の参加チーム数により変動がございますので、募集締め切り後に、各
チームの代表者様へ、正式な集合時間をお知らせ致します。
㊟チーム代表者の皆様は、受付終了後、代表者会議に必ず参加してください。
㊟大会当日の会場付近は、早朝から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。
㊟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。
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㊟会場内にて、トラブルの原因となる行為（暴力・暴言・威圧）を見つけた場合は、いかなる場合であ
っても、チーム失格処分とします。※プレー以外の待機時間も含む
㊟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。万が一の為、事前にスポーツ障害保険に
加入されることを推奨します。
㊟優勝賞品の沖縄ツアーについては、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。希
望の滞在日数や宿泊先、レンタカーのクラスなど、優勝チームの希望条件により異なりますので、ご希
望に沿ったプランをご提案致します。旅行日程やサービス内容は、開催日程やシーズンによって多少の
変動がございます。沖縄大会エントリー費用は別途必要です。※補助金は参加エントリー数により変動
があります※沖縄全国フェスティバルが中止の場合は、沖縄旅行 or 代替え同等の大会いずれかを希望選択。
㊟会場内での飲食に関係するゴミは、すべて持ち帰りとさせていただきます。朝の本部受付にて、チー
ム名が入ったごみ袋をお渡ししますので、各チーム代表者が責任もって管理指導をお願いいたします。
（ゴミやごみ袋を場内に置いて帰った場合は罰金処分となります）。
㊟喫煙について、会場内は全面禁煙です。喫煙は指定の場所（大会本部テント内に設置）のみです。そ
れ以外の場所での喫煙を発見した場合は、罰金処分です。
㊟本大会に参加メンバーは、全員ビーチクリーン活動をすることが参加条件となります。ビーチクリー
ンに参加していないチームは失格処分となります。
㊟本大会に参加メンバーは、コロナウイルス感染拡大防止のため、全員の参加者名簿を提出することが
参加条件となりますので記入の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、熱がある場合や体調のすぐれない選手は出場の辞退をお願いします。)
ビーチサッカーフェスティバル運営事務局 代表 橋本 真治
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
【7/30(土)体験型ビーチフットゴルフ大会の詳細について】※もっと詳しい詳細は QR コードから
◆募集概要◆[個人参加型]ビーチフットゴルフ体験アトラクション
年齢・性別・問わずどなたでも参加して大丈夫(事前予約が必要です)
◆開催日時◆2022 年 7 月 30 日(土) 13 時～16 時頃まで
◆集合場所◆ビーチサッカー運営本部 ※12 時 30 分に集合をお願いします
◆開催場所◆山口県光市・虹ケ浜海水浴場・東海岸（ビーチサッカー特設会場内に設置）
◆コース◆全 9 ホールで遊びます。（下記の 3 コース×3 周 Round して合計スコアを競います）
ロングホール par.5／ミドルコース par.4／ショートコース par.3(ホールインワン狙える）
◆賞品◆優勝・準優勝・3 位・ホールインワン賞など
◆参加料金◆[大人]￥1,500-／[学生]￥1,000-／[子供]￥500-

※１ドリンク付き

※1 名当たりの料金(税込価格) ※来場時に受付でお支払いください。
◆服装について◆服装は自由です。海パン OK。シューズ OK。はだしも OK。全裸は NG。
◆ボールについて◆マイボールをお持ちの方は、(どんなボールでも可）持ち込み OK。
※ボールレンタルあり ￥500-／1 球

（紛失の場合は別途￥1,000-を徴収します）

体験型ビーチフットゴルフ大会の詳細とエントリーはコチラから ⇒
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https://forms.gle/ctX4J3d82VWNdQU38

☚クリック

会場見取り図

バリケード ⇒

海に向かって T 字路を右に曲がると会場です。
満車の場合は T 字路を左に曲がっても🅿可能です。
バリケードの前後 5m 付近には駐車をしないでください。
(緊急車両が必ず通れるように配慮してください)

pg. 5

