
２０２１年度

1） 期　日 ２０２１年４月１１日（日）１１：００～（予定）社会人委員会　総会終了後

２） 場　所 嘉島町民会館２階会議室

３） 資料　１ 大　会　試　合　形　式

資料　２ 年　間　日　程

資料　３ 参　加　料

資料　４ 出　席　表　（提出用）　及び　４級審判取得希望人数調査

KFA  第５６回熊本県サッカ－リ－グ大会実施案内



  



説明会資料-1

１部　　　　　　　【通期】 ９チ-ムによる総当たり戦を行う。 ９０分ＰＫ戦有 （年間　８試合）

２部　　　　　　　【通期】 １８ﾁ-ﾑをＡ・Ｂブロックに分けてリ-グ戦を行う。 （年間　８試合）

Challenge　League 2部を目指すリ－グ （年間　８試合程度）

【通期】 通期のリ-グ戦を行う。

Enjoy　League　【通期】 リエントリ-方式で通期のリ-グ戦を行う。 （年間　８試合程度）

KFA 第５６回　熊本県サッカ-リ-グ大会試合形式(案）

KFA 第５６回　熊本県サッカ-リ-グ大会参加について

①　本大会運営に係る新型コロナ対策を遵守するチーム及び選手であること。

②　熊本県予選から全国大会に至るまで、新型コロナウイルス感染拡大の状況

　　　状況により開催されない場合において、上位大会への出場義務及び

　　　代表の権利は消滅するため、この条件を承諾するチームに限る。



日程　１ 日程　２ 会議・締切等 1部 ２部 Ｃリーグ Ｅリーグ 上位大会・その他

4月4日 日

4月11日 日 社会人委員会　総会

4月18日 日 社会人選手権

4月25日 日 社会人選手権

5月2日 日 社会人選手権

5月9日 日 社会人選手権

5月16日 日 社会人選手権

5月23日 日 クラブ①

5月30日 日 社会人準決

6月6日 日 県協会　総会

6月13日 日 社会人決勝

6月20日 日 新規審判取得講習（予定）

6月27日 日 新規審判取得講習（予定）

7月4日 日 クラブ②

7月11日 日 クラブ準決

7月18日 日 クラブ決勝

7月25日 日 県リーグ①

8月1日 日 県リーグ② 九州社会人（宮崎県）

8月8日 日 県リーグ③

8月15日 日 県リーグ④

8月22日 日 県リーグ⑤

8月29日 日 県リーグ⑥

9月5日 日 県リーグ⑦ 九州クラブ（沖縄県）

9月12日 日 県リーグ⑧ 県民体育祭（八代市）

9月19日 日 県リーグ⑨

9月26日 日 県リーグ⑩

10月3日 日 県リーグ⑪

10月10日 日 県リーグ⑫

10月17日 日 県リーグ⑬

10月24日 日 県リーグ⑭

10月31日 日 県リーグ⑮

11月7日 日 県リーグ⑯

11月14日 日 県リーグ⑰

11月21日 日 県リーグ⑱ Ｏ３５九州大会（熊本県）

11月28日 日 県リーグ⑲

12月5日 日 県リーグ⑳ 予備日

12月12日 日 県リーグ㉑

12月19日 日 県リーグ㉒ 予備日 予備日 予備日

12月26日 日 県リーグ㉔ 予備日 予備日 予備日

1月2日 日

1月8日 土

1月9日 日

1月16日 日

1月23日 日

1月30日 日

2月6日 日

2月13日 日

2月20日 日

2月27日 日

3月6日 日

3月13日 日

3月20日 日

3月27日 日

県リ－グ代表者会議(参加説明会)

参加料振り込み完了日

日本協会（JFA)へのチーム及び選手登録締切日

県リーグ代表者会議 代表者会議

代表者会議　表彰式

県リーグ代表者会議

県リーグ代表者会議

九州各県リ－グ

（鹿児島県）

説明会資料-２

２０２１年度　KFA第５６回熊本県サッカ－リーグ事業計画

代表者会議

県リ－グエントリ－締切日１７時　

県リ－グ代表者会議(参加説明会)



締切後

ブロック編成 部会総会・選手権・クラブ選手権説明会

対戦表製作 NHK杯①　社会人①

入金確認

代表者会議準備 社会人②

プログラム作成 NHK杯準決

グラウンド調整 社会人③

謝金表製作・記入袋詰め

石灰・ボ－ル手配

ユニフォ－ム確認

その他



説明会資料-３

【　参加料振込先　】

肥後銀行 浜線支店

口座人名義 一般社団法人　熊本県サッカ－協会

口座番号 普通 208500

1 サッカ－リ-グ参加　エントリ－締切日 4月25日

【チ－ム情報ををﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞ内のフォ-ﾑに沿って御入力下さい。】

遅延の場合　事務手数料　10,000

2 サッカ－リ－グ参加料振込期限日 5月2日

【上記口座に御入金下さい。】 遅延の場合　事務手数料　10,000

3 5月9日

※登録後は追加選手登録随時行えます

4 登録審判員８名以上取得の締切日 8月31日

未取得の場合　協力金1名に付　6,000

　　　　　　　但し、１部と２部のチ－ムの方は、３級以上の審判員を３名以上登録が必要です。

審判の取得・更新につきましては、熊本県サッカ－協会のホ－ムペ－ジ内の

KICK　OFFより手続きして下さい。

KFA　第５６回熊本県サッカ-リ-グ　参加料一覧

ブロック・参加料 期間（案）

１部 75,000             別紙記載

2部 65,000             別紙記載

Challenge　League 55,000             別紙記載

締切　一覧

上記の１・２・３・４の締切期限を過ぎての手続きには、事務手数料及び

リ-グへの参加が出来ない場合もありますので、期日厳守でお願いします。

Enjoy　League 50,000             別紙記載

日本協会登録（チーム・選手）の締切日

必ずチ－ム名で振込をお願いします。



２０２１年度

KFA 第５６回熊本県サッカ－リ－グ参加説明会

４月１１日　（日）

出　席　表

前年度ブロック　　（　　　　　　　　　）ブロック　・　新規

チ-ム名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　変更が有る場合は、旧ﾁ-ﾑ名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

代表者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※　本日の説明会内容に、同意します。

　　　　出席者氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◎４級審判取得希望人数調査

４級審判取得希望人数　　　　　　　　　　　　　　名


	表紙
	大会試合形式 
	年間日程2019
	参加料 (他） 
	出席表

