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都道府県フロアボール連盟･協会 会長 各位
都道府県フロアボール連盟・協会 事務局 御中
（一社）日本フロアボール連盟
会長

渡 邉 惇

2020日本・関東・東北フロアボールリーグ
参加申込について
貴連盟・協会、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
表記リーグ戦について、２０２０年度の開催要項が決まりましたので、お知らせ
申し上げます。
参加希望クラブの申し込みにつきましては、各都道府県連盟・協会にて、
お取り纏め戴き、日本連盟フロアボール事務局へ提出をお願い申し上げます。
なお、本開催要項等は日本フロアボールの公式ホームページにも掲載します。
記
【 日本・関東・東北リーグ 】
各都道府県連盟・協会への申込締切 ： ２０２０年２月２１日（金）
日本連盟フロアボール部門事務局への申込締切 ： ２０２０年２月２８日（金）
※別紙「手続き（参加申込）について」をご確認ください。
＜申込先＞ フロアボール部門 事務局

若狭かおる

floorball-jimukyoku@floorball.jp
＜問合せ＞ フロアボール部門 大会運営委員長 渡部 大輔
floorball-taikai@floorball.jp
以上

2020年1月17日

２０２０日本フロアボールリーグ大会要項
１．主
２．目

催
的

３．開催期間
４．開催会場

５．参加資格

６．チーム編成
７．スケジュール
８．ゲーム方法

９．競技ルール
１０．用具・服装

１１．表彰
１２．参加申込
１３．リーグ参加費

１４．保険
１５．その他

日本フロアボール連盟（以下JFF）
日本におけるフロアボール競技の普及・発展を図るとともに、参加チーム相互の親睦と交流を
促進し、競技を通じて国際親善に寄与できる心身の健全な人材を育成する。
2020年５月から11月まで（予定。詳細ば確定後配布する別紙日程表を参照のこと）
下記の各会場にて行う。（予定）
（１）駿河台大学（埼玉県飯能市阿須６９８）
（２）稲城市総合体育館（東京都稲城市長峰一丁目1番地）
（３）八王子富士森体育館（ 東京都八王子市台町2丁目３－７）
（４）川崎市宮前スポーツセンター（神奈川県川崎市宮前区犬蔵1丁目１０－３）
（５）蕨市民体育館（埼玉県蕨市北町１－２７－１５）
（１）登録メンバー（選手及びスタッフ）は、JFFの登録会員のうち区分B、または区分Fとし
かつ中学生以上であること。
（２）選手・スタッフ登録表に10人以上選手登録がなければチームとして認められず、
リーグに参加申込することはできない。また、申し込み後に発覚した場合は参加資格を失う。
（１）登録は人数制限を設けないが、ベンチには登録のうち、選手20人、スタッフ5人を
試合記録用紙に記載のうえ、ベンチ入りすることができる。
（２）指導者資格を有した者を、選手・スタッフ登録票に1人以上を選手もしくはスタッフで登録すること。
大会スケジュールについては、日本連盟（フロアボール部門）が前年度の成績をもとに作成する。
（１）試合開始時にプレーヤー６人以上（キーパー１人、フィールド５人）で試合成立とする。
（２）試合不成立時は、５－０の不戦勝としエキシビジョンゲームを行う。（プログラムは繰り上げない。）
（３）試合時間は、１５分×３ピリオド（休憩５分）とし、同点の場合もそのまま試合終了とする。
（４）第３ピリオドの残り３分間は正味時間とし、試合が中断した場合には、すべて時間を止める。
（５）上記（４）以外の時間は得点､ペナルティー､レフリーのタイムアウト以外は時間を止めない。
（６）順位は勝点制とする。
勝ち＝２点、分け＝１点、負け＝０点とする。
順位は①勝点､②当事者間の勝敗､③総得失点差､④総得点､⑤ＰＳの順で決定する。
（７）ピリオド間のリンク使用については、試合を行っているチームのみが使用できる。
※なお、ゲーム方法、試合時間等は会場の確保状況及び参加申し込みチーム数によって変更する。
本リーグは、原則として「国際フロアボール連盟 競技規則２０１８年度版」を適用する。
（１）試合で使用するスティック、キーパー用具は、国際フロアボール連盟認定のものとし
参加者個人が用意する。
（２）参加チームのフィールドプレーヤーは、背面及び前面に規定の番号がつき統一された
シャツ、パンツ、ソックスを着用すること。
（３）ユニフォームから必要以上に見えるアンダーウェアーの着用は禁止する。
（４）ユニフォームが同色で審判から指示があった場合は、アウェーチームがユニフォームを変更
もしくはビブスを着用する。その際、ビブスは、各チームで用意するものとする。
（５）リーグ期間中は、原則として選手・スタッフ登録表に記載している背番号を変更することは
認めない。
（６）１７歳以下のフィールドプレーヤーは、目を保護するためのアイガードをコート内では必ず
装着すること。また、18歳以上のフィールドプレーヤーについてもアイガードの装着を強く
推奨する。なお､アイガードの定義については、IFFに確認後、クラブ代表者会議で確認する。
（１）チーム表彰：日本リーグ（男女共）の１～３位
（２）個人賞（日本リーグ）：①最優秀選手賞(男女各１名)､②優秀選手賞(男女各２名)､
③ベスト６(男女各６名)､
JFFホームページより「大会参加申込書」、「クラブ概要」をダウンロードし、記入のうえ各都道府県
連盟へ期限までに申し込みをすること。
提出締め切り ２０２０年２月２１日（金）
日本リーグ １チーム５０，０００円
参加クラブが確定次第、改めて振り込み依頼を行うので、期限までに振り込むこと。
なお、参加費の額は参加クラブ数及び体育館の確保状況等によって変更があります。
提出締め切り ２０２０年４月３０日（木）（予定）
各クラブおよび個人でスポーツ保険等に加入し、怪我及び事故等については各クラブおよび
個人で対応すること。JFFは怪我事故等については一切責任を負えません。参加クラブは
準備運動による怪我の防止と会場使用方法の周知により事故の防止を徹底すること。
（１）リーグの詳細については別紙「リーグ細則」により定める。また、この大会要項及び別紙
「リーグ細則」に定めのないことについては、都度フロアボール部門で協議し決定する。
なお「リーグ細則」はクラブ代表者会議で各クラブへ配布し確認する。
（２）参加資格及びチーム編成等に、参加申し込み後に虚偽が発覚した場合は、参加資格を失う等の
ペナルティーを科すこととする。
（３）大会期間中に日本連盟が撮影した画像については、フロアボールの普及、発展のため
日本フロアボール連盟ホームページ等に掲載する場合がありますので予めご了承ください。

2020年1月17日
２０２０関東フロアボールリーグ大会要項
１．主
２．目

催
的

３．開催期間
４．開催会場

５．参加資格

６．チーム編成
７．スケジュール
８．ゲーム方法

９．競技ルール
１０．用具・服装

１１．表彰
１２．参加申込
１３．リーグ参加費

１４．保険
１５．その他

日本フロアボール連盟（以下JFF）
日本におけるフロアボール競技の普及・発展を図るとともに、参加チーム相互の親睦と交流を促進し
競技を通じて国際親善に寄与できる心身の健全な人材を育成する。
2020年５月から11月まで（予定。詳細ば確定後配布する別紙日程表を参照のこと）
下記の各会場にて行う。（予定）
（１）駿河台大学（埼玉県飯能市阿須６９８）
（２）稲城市総合体育館（東京都稲城市長峰一丁目1番地）
（３）八王子富士森体育館（ 東京都八王子市台町2丁目３－７）
（４）川崎市宮前スポーツセンター（神奈川県川崎市宮前区犬蔵1丁目１０－３）
（５）蕨市民体育館（埼玉県蕨市北町１－２７－１５）
（１）登録メンバー（選手及びスタッフ）は、JFFの登録会員のうち区分B、または区分Fとし
かつ中学生以上であること。
（２）選手・スタッフ登録表に10人以上選手登録がなければチームとして認められず、
リーグに参加申込することはできない。また、申し込み後に発覚した場合は参加資格を失う。
（１）登録は人数制限を設けないが、ベンチには登録のうち、選手20人、スタッフ5人を
試合記録用紙に記載のうえ、ベンチ入りすることができる。
（２）指導者資格を有した者を、選手・スタッフ登録票に1人以上を選手もしくはスタッフで登録すること。
大会スケジュールについては、日本連盟（フロアボール部門）が前年度の成績をもとに作成する。
（１）試合開始時にプレーヤー６人以上（キーパー１人、フィールド５人）で試合成立とする。
（２）試合不成立時は、５－０の不戦勝としエキシビジョンゲームを行う。（プログラムは繰り上げない。）
（３）試合時間は、１５分×３ピリオド（休憩５分）とし、同点の場合もそのまま試合終了とする。
（４）第３ピリオドの残り３分間は正味時間とし、試合が中断した場合には、すべて時間を止める。
（５）上記（４）以外の時間は得点､ペナルティー､レフリーのタイムアウト以外は時間を止めない。
（６）順位は勝点制とする。
勝ち＝２点、分け＝１点、負け＝０点とする。
順位は①勝点､②当事者間の勝敗､③総得失点差､④総得点､⑤ＰＳの順で決定する。
（７）ピリオド間のリンク使用については、試合を行っているチームのみが使用できる。
※なお、ゲーム方法、試合時間等は会場の確保状況及び参加申し込みチーム数によって変更する。
本リーグは、原則として「国際フロアボール連盟 競技規則２０１８年度版」を適用する。
（１）試合で使用するスティック、キーパー用具は、国際フロアボール連盟認定のものとし
参加者個人が用意する。
（２）参加チームのフィールドプレーヤーは、背面及び前面に規定の番号がつき統一された
シャツ、パンツ、ソックスを着用すること。
（３）ユニフォームから必要以上に見えるアンダーウェアーの着用は禁止する。
（４）ユニフォームが同色で審判から指示があった場合は、アウェーチームがユニフォームを変更
もしくはビブスを着用する。その際、ビブスは、各チームで用意するものとする。
（５）リーグ期間中は、原則として選手・スタッフ登録表に記載している背番号を変更することは
認めない。
（６）１７歳以下のフィールドプレーヤーは、目を保護するためのアイガードをコート内では必ず
装着すること。また、18歳以上のフィールドプレーヤーについてもアイガードの装着を強く
推奨する。なお､アイガードの定義については、IFFに確認後、クラブ代表者会議で確認する。
（１）チーム表彰：関東リーグ１位
（２）個人賞：①最優秀選手賞（１名）､②優秀選手賞(２名)
JFFホームページより「大会参加申込書」、「クラブ概要」をダウンロードし、記入のうえ各都道府県
連盟へ期限までに申し込みをすること。
提出締め切り ２０２０年２月２１日（金）
関東リーグ １チーム４０，０００円
参加クラブが確定次第、改めて振り込み依頼を行うので、期限までに振り込むこと。
なお、参加費の額は参加クラブ数及び体育館の確保状況等によって変更があります。
提出締め切り ２０２０年４月３０日（木）（予定）
各クラブおよび個人でスポーツ保険等に加入し、怪我及び事故等については各クラブおよび
個人で対応すること。JFFは怪我事故等については一切責任を負えません。参加クラブは
準備運動による怪我の防止と会場使用方法の周知により事故の防止を徹底すること。
（１）リーグの詳細については別紙「リーグ細則」により定める。また、この大会要項及び別紙
「リーグ細則」に定めのないことについては、都度フロアボール部門で協議し決定する。
なお「リーグ細則」はクラブ代表者会議で各クラブへ配布し確認する。
（２）参加資格及びチーム編成等に、参加申し込み後に虚偽が発覚した場合は、参加資格を失う等の
ペナルティーを科すこととする。
（３）大会期間中に日本連盟が撮影した画像については、フロアボールの普及、発展のため
日本フロアボール連盟ホームページ等に掲載する場合がありますので予めご了承ください。

2020年1月17日

２０２０東北フロアボールリーグ大会要項
１．主
２．目

催
的

３．開催期間
４．開催会場

５．参加資格

６．チーム編成
７．スケジュール
８．ゲーム方法

９．競技ルール
１０．用具・服装

１１．表彰

１２．参加申込
１３．リーグ参加費

１４．保険
１５．その他

日本フロアボール連盟（以下JFF）
日本におけるフロアボール競技の普及・発展を図るとともに、参加チーム相互の親睦と交流を促進し
競技を通じて国際親善に寄与できる心身の健全な人材を育成する。
２０２０年５月から１0月まで（予定。詳細ば確定後配布する別紙日程表を参照のこと）
下記の各会場にて行う。（予定）
（１）栗駒総合体育館（宮城県栗原市栗駒岩ケ崎裏山２２１ 電話０２２８－４５－５８８５）
（２）棚倉総合体育館（福島県東白川郡棚倉町関口一本松２４ー１ 電話０２４７－３３－３１６０）
（３）二戸市浄法寺体育館（岩手県二戸市浄法寺町岩渕１１－１ 電話０１９５－３８－３０４２）
（４）山形大学工学部（山形県米沢市城南４丁目３－１６ 電話０２３８－２６－３００５）
（１）登録メンバー（選手及びスタッフ）は、JFFの登録会員のうち区分B、または区分Fとし
かつ中学生以上であること。
（２）選手・スタッフ登録表に10人以上選手登録がなければチームとして認められず
リーグに参加申込することはできない。
（１）登録は人数制限を設けないが、ベンチには登録のうち、選手20人、スタッフ5人を
試合記録用紙に記載のうえ、ベンチ入りすることができる。
（２）指導者資格を有した者を、選手・スタッフ登録票に1人以上を選手もしくはスタッフで登録すること。
大会スケジュールについては、日本連盟（フロアボール部門）が前年度の成績をもとに作成する。
（１）試合開始時にプレーヤー６人以上（キーパー１人、フィールド５人）で試合成立とする。
（２）試合不成立時は、５－０の不戦勝としエキシビジョンゲームを行う。（プログラムは繰り上げない。）
（３）試合時間は、１５分×３ピリオド（休憩５分）とし、同点の場合もそのまま試合終了とする。
（４）第３ピリオドの残り３分間は正味時間とし、試合が中断した場合には、すべて時間を止める。
（５）上記（４）以外の時間は、得点、ペナルティー、レフリーのタイムアウト以外は、時間を止めない。
（６）順位は勝点制とする。
勝ち＝２点、分け＝１点、負け＝０点とする。
順位は、（１）勝点 （２）当事者間の勝敗 （３）総得失点差 （４）総得点 （５）ＰＳで決定する。
（７）ピリオド間のリンク使用については、試合を行っているチームのみが使用できる。
※なお、ゲーム方法、試合時間等は会場の確保状況及び参加申し込みチーム数によって変更する。
本リーグは、原則として「国際フロアボール連盟 競技規則２０１８年度版」を適用する。
（１）試合で使用するスティック、キーパー用具は、国際フロアボール連盟認定のものとし
参加者個人が用意する。
（２）参加チームのフィールドプレーヤーは、背面及び前面に規定の番号がつき統一されたシャツ
パンツ、ソックスを着用すること。
（３）ユニフォームから必要以上に見えるアンダーウェアーの着用は禁止する。
（４）ユニフォームが同色で審判から指示があった場合は、アウェーチームがユニフォームを変更もしくは
ビブスを着用する。その際、ビブスは、各チームで用意するものとする。
（５）リーグ期間中は、原則として選手・スタッフ登録表に記載している背番号を変更することは認めない。
（６）１７歳以下のフィールドプレーヤーは、目を保護するためのアイガードをコート内では必ず
装着すること。また、18歳以上のフィールドプレーヤーについてもアイガードの装着を強く
推奨する。なお､アイガードの定義については、IFFに確認後、クラブ代表者会議で確認する。
（１）チーム表彰
東北リーグ（男子）の１位～３位、東北リーグ（女子）の１位～３位
（２）個人賞
東北リーグ
最優秀選手賞 男女ともに１人
優秀選手賞 男女ともに２人
ベスト６ 男女ともに６人
新人賞 男女ともに1人
審判賞 2人
JFFホームページより「大会参加申込書」、「クラブ概要」をダウンロードし、記入のうえ各都道府県連盟へ
期限までに申し込みをすること。
提出締め切り ２０２０年２月２１日（金）
東北リーグ １チーム３５，０００円
参加クラブが確定次第、改めて振り込み依頼を行うので、期限までに振り込むこと。
なお、参加費の額は参加クラブ数及び体育館の確保状況等によって変更があります。
提出締め切り ２０２０年４月３０日（木）（予定）
各クラブおよび個人でスポーツ保険等に加入し、怪我及び事故等については各クラブおよび個人で対応
すること。JFFは怪我事故等については一切責任を負えません。参加クラブは準備運動による怪我の防止
と会場使用方法の周知により事故の防止を徹底すること。
（１）リーグの詳細については別紙「リーグ細則」により定める。
また、この大会要項及び別紙「リーグ細則」に定めのないことについては、都度フロアボール部門で協議し
決定する。なお「リーグ細則」はクラブ代表者会議で各クラブへ配布し確認する。
（２）参加資格及びチーム編成等に、参加申し込み後に虚偽が発覚した場合は、参加資格を失う等の
ペナルティーを科すこととする。
（３）大会期間中に日本連盟が撮影した画像については、フロアボールの普及、発展のため
日本フロアボール連盟ホームページ等に掲載する場合がありますので予めご了承ください。

2020年度日本・関東・東北リーグ申し込みにあたって
2020年度の日本・関東・東北の各リーグへの参加申し込みは以下の手順、注意事項を守って
手続きを行ってください。なお、全てにおいて期間厳守でお願いします。
新規・継続にかかわらず、参加申請受理後にリーグ参加の可否について審査を行います。
各フロアボールリーグにおきましては参加クラブは試合に参加するだけでなく、大会運営にも
ご協力をお願いしております。そのため、下記の参加基準をもとに参加の可否を審査します。
よりよい大会運営のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【申し込みの流れ】
１．「リーグ参加申込書」を連盟ホームページよりダウンロードする。
２．チームごとに「リーグ参加申込書」に必要事項を記入する。
３．所属の各都道府県連盟に「リーグ参加申込書」を期限までに提出する。
４．参加申し込み締め切り後、審査を実施。
５．大会参加の可否の連絡が届く。
６．大会参加可の場合は、必要書類と参加費についての連絡が届く。
７．必要書類の提出と参加費の振り込みを期限までに行う。
８．クラブ代表者会議に出席する。
【参加基準について】
各リーグの運営に際して、適正なチーム数の確保や、スムーズな運営のために、参加希望の
クラブがどのようなクラブであるかを主に下記の点について審査させていただきます。
１．日本フロアボール連盟の基本理念を理解し、それに則って活動ができるか
２．大会要項や詳細事項を理解し、国内大会の運営（審判も含む）に対しても協力することが
できるか
３．大会会場を確保できるか
４．長期間にわたるリーグにおいて、試合を成立させるだけのメンバー数（10人以上）が所属
している
５．良好なクラブ運営ができているか
６．その他 リーグ参加の実績状況など
７．下部組織（幼児、小学生等フロアボール競技の組織）活動や地域への指導活動を行って
いるか
【申込先】
各リーグともに貴クラブ所属の都道府県連盟となりますので、ご注意ください。
【問合せ先】
≪日本・関東リーグ≫関東地域（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川）
フロアボール部門大会運営委員会
floorball-taikai@floorball.jp
≪東北リーグ≫東北地域（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）
東北リーグ担当 古田
floorball.tohoku@gmail.com

