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大会要綱 

 

主催  ：富士見ＦＣ 

日程  ：令和４年５月 28 日（土） 予備日６月４日（土） 

試合会場 ：狭山市柏原 B グランド（通称：新柏原 G） 

参加チーム ：川越パンサー、山口サントス SC、東大和２FC、柳瀬レッドローズ Jr. 

中山 SSS、小手指 SSS、みずほ台ジュニア、清進 SC、FC アルベスタ小川、 

チャレンジ SC、狭山台グリーン SC、富士見 FC 

計 12 チーム 

大会参加費 ：  3,000 円 

 

試合方法 ：５年生以下のチームによる８人制（６名以上で成立） 

 １２チームを６チームずつＡ、Ｂの２ブロックに分け、ブロックごとに 3 チームリーグ戦を行

い、リーグ戦の同順位のチームでブロックごとに順位決定戦を行なう。 

  Ａ，Ｂブロック毎に優勝、準優勝、3 位を決定する。 

競技規則 （１）試合時間 ：３０分（１５分－５分－１５分） 

  （２）フィールドの大きさ ４2m×56m 

（３）順位の決定方法 

リーグ戦の順位決定は 勝ち点、得失点差、得点数、対戦結果、ＰＫ(３人)の順 

とする。勝ち点は 勝 ３点、引き分け １点、負 ０点とする。 

（４）競技規則は、日本サッカー協会発行の 8 人制サッカー協議規則に準じる。（審判は

主審・副審 2 名の３名とします。） 

 自由な交代。退場者が出た場合は補充可。 

  （５）ユニフォームに関しては以下の３点を除き自由とします。 

シャツ、パンツ、ストッキングの主たる色が同一と認められること。 

シャツには明確に識別できる背番号があること。 

ゴールキーパーとフィールドの選手が明確に識別できること。（ビブス可） 

（対戦チーム間で主たる色が重なる場合はビブスの着用も可とする。） 

 

表彰  ：優勝  賞状、トロフィー 

（A,B ブロック毎）  準優勝  賞状、トロフィー 

   3 位  賞状、トロフィー 

   各チーム 優秀選手賞 1 名 

 

対戦組み合わせおよび審判割り当ては別紙のとおり 

 

 

 



確認事項 開会式は行ないません。また試合開始前の集合等も行ないませんので、各チーム試合時

間、審判割り当てをご確認いただき、間に合う時間にお越しいただければ結構です。尚、

会場到着の際は本部にお声掛けいただけると助かります。 

各チーム 1 名の審判[審判服着用]の協力をお願いします。 

会場は路上駐車、路上での荷物の積み下ろし、人の乗り降りを禁止します。必ず駐車場

内で行うようお願いします。 

駐車台数の制限はありませんが、他のグランドと共用の駐車場ですので満車となることも

ありますのでご注意ください。また駐車する際は連絡ができるように所属チームがわかる

ような表示をお願いします。 

雨天の場合には、午前６時 30 分にご連絡いたします。 

閉会式および表彰式は行いません。順位が決定次第本部前にて表彰しますので、優勝・

準優勝・第３位のチームは２名、そして各チームの優秀選手賞対象者１名が本部前にお

越しください。 

 

新型コロナウイルス感染症予防  

狭山市サッカー協会少年部のガイドラインに従い、大会参加の条件を以下の通りとし

ます。（児童、指導者、保護者共通） 

当日３７度以上の発熱や倦怠感、味覚障害や嗅覚障害、のどの痛みなどの風邪の症

状がある方、もしくは同居する家族に同様の症状がある方は参加しないで下さい。ま

た感染者や濃厚接触者となった場合の参加条件は以下の通りとします。 

①感染者となった場合 

感染者は発症から 10 日以上経過し、症状が回復してから５日経過するまで参加を禁

止。（症状が回復するとは、解熱剤を服用することなく平熱を保ち、呼吸器の症状が改

善している状態）無症状の感染者の場合は陽性判定を受けた日の翌日から 10 日間経

過するまで参加を禁止。 

②濃厚接触者となった場合 

保健所から感染者の濃厚接触者と認定された場合は保健所の指示に従うこと。保健

所の指示で行動制限を受ける場合はその間の参加を禁止。 

③同居する家族が感染者となったが保健所の判断で濃厚接触者とならなかった場合 

感染者の療養期間終了後５日経過もしくは感染者との接触が断たれた日の翌日から

７日後のどちらか早い日まで参加を禁止。 

④同居する家族が濃厚接触者となった場合 

濃厚接触者が陰性の判定を受けてから３日経過する、もしくは保健所による行動制限

が解除されるまで参加を禁止。 

⑤同居する家族以外の感染者との接触があった場合 

感染者が発症する 3 日前（例：火曜日に発症したのであれば土曜日）もしくは無症状の

感染者が陽性判定を受けた日の 3 日前以降に接触があった場合は、最後に接触した

日の翌日から 7 日間参加を禁止。ただし最後に接触した日の翌日から 3 日を経過した



後に陰性が確認された場合は陰性が確認された日から参加できる。 

団の活動の中で接触の可能性があった場合は、制限の対象者とするかどうかを団の

感染対策責任者が決定すること。 

⑥上記①～⑤に記載された人以外については制限しない。 

⑦ここでいう接触とは、厚生労働省の濃厚接触者の定義よりも厳しい条件とし、マスク

をしない状態で 2m 以内に接近していた時間が 15 分以上ある場合、マスクをした状態

で２m 以内に接近していた時間が 60 分以上ある場合とする。 

⑧学校で学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖の対象となった場合は、感染の有無、濃厚

接触の有無に関わらず学校の指示に従い、学校から外出を禁止されている期間は参

加しないこと。 

 

当日のコロナ対策として    

狭山市サッカー協会少年部ガイドラインに従い、以下の点にご注意ください。 

① 各チームにおかれましては参加者（選手・指導者・保護者およびその家族）の検温

結果を記録するようにお願いします。 

② 試合中の選手、審判、ウォームアップ中の選手を除き、会場内ではマスクを着用す

ること。(ベンチに入る選手にはマスクケースを持たせてください。) 

③ 大声での応援、指示は慎み、ソーシャルディスタンスを確保すること。 

④ 試合前の選手の用具の確認は各チームで行うこと 

⑤ 試合開始・終了時の挨拶や声かけ、ハイタッチなどは行わないこと 

⑥ 試合開始・終了時はキャプテンのみが主審との打ち合わせに参加すること。 

⑦ ビブスやユニフォームを共有しないこと。（ベンチ内での控え選手のビブスの色は統

一しなくてもよい） 

⑧ 試合球は本部で用意し、試合毎に消毒しますので、審判の方は試合終了後、試合

球を本部までお持ちください。 

⑨ 選手・審判は試合の前後で石鹸による手洗いもしくはアルコールによる手指の消毒

を行うこと。(手洗い場に石鹸を用意します。また審判の方には本部に消毒用アルコ

ールを用意します。) 

⑩ 各チームのベンチは適切な距離をとって設営すること。 

⑪ 昼食を取る場合は向かい合わず、会話は控えること。飲み物や食器などを共有しな

いこと。会話する場合はマスクをすること。 

⑫ 各チームで発生したごみは必ず持ち帰ること。 

⑬ 飲みかけや口をつけた飲料は捨てずに持ち帰ること。 

⑭ 喫煙は喫煙場所で各自灰皿を用意して行うこと。喫煙中も会話する場合はマスクを

すること。（会場には灰皿は設置しません。） 

⑮ 各チームでコロナ対応責任者(大会当日に会場にて連絡できる方)を任命し、事前に

本部に届け出ること。（万が一会場でのコロナ感染が疑われる事態が発生した場合

や上記のコロナ対策に不備が見つかった場合はコロナ対応責任者を通じてご連絡

します。） 



⑯ 各チームのコロナ対応責任者は当日の参加者（選手、指導者、保護者およびその

家族を含む）のリスト(サンプルを添付)を作成し、大会終了時に本部で確認を受ける

こと。またリストを大会後２週間保管すること。 

 

 

 

 

連絡先  ：岡崎祐二郎  ０４－２９５８－２３３８   携帯：０９０－７４２７－４５１８ 

   田中 毅    携帯：０９０－１７７９－８５２１ 

 



組み合わせ 

Ａ1 ブロック 

 富士見 中山 小手指 勝点 得点 失点 得失差 順位 

富士見         

中山         

小手指         

 

A2 ブロック 

 サントス パンサー みずほ台 勝点 得点 失点 得失差 順位 

サントス         

パンサー         

みずほ

台 
        

 

B1 ブロック 

 グリーン 柳瀬 東大和 勝点 得点 失点 得失差 順位 

グリーン         

柳瀬         

東大和         

 

B2 ブロック 

 
チャレン

ジ 

アルベス

タ「 
清進 勝点 得点 失点 得失差 順位 

チャレン

ジ 
        

アルベス

タ 
        

清進         



試合時間および審判割り当て 

 

Ａ面 

NO 開始時間 土手側      対戦      川側 主審 副審 副審 

1 ９：００ 富士見 － 小手指 サントス パンサー みずほ台 

2 ９：４０ サントス － パンサー 富士見 中山 小手指 

3 １０：２０ 中山 － 小手指 パンサー みずほ台 サントス 

4 １１：００ パンサー － みずほ台 中山 小手指 富士見 

5 １１：４０ 中山 － 富士見 みずほ台 サントス パンサー 

6 １２：２０ サントス － みずほ台 小手指 富士見 中山 

7 １３：２０ Ａ１－３ － Ａ２－３ Ａ１－２ Ａ２－２ Ａ１－１ 

８ １４：００ Ａ１－２ － Ａ２－２ Ａ２－１ Ａ１－３ Ａ２－３ 

9 １４：４０ Ａ１－１ － Ａ２－１ 本部 本部 本部 

 

 

Ｂ面 

NO 開始時間 川側       対戦     土手側 主審 副審 副審 

1 ９：００ グリーン － 柳瀬 チャレンジ アルベスタ 清進 

2 ９：４０ チャレンジ － アルベスタ グリーン 柳瀬 東大和 

3 １０：２０ 柳瀬 － 東大和 アルベスタ 清進 チャレンジ 

4 １１：００ アルベスタ － 清進 柳瀬 東大和 グリーン 

5 １１：４０ グリーン － 東大和 清進 チャレンジ アルベスタ 

6 １２：２０ チャレンジ － 清進 東大和 グリーン 柳瀬 

7 １３：２０ Ｂ１－３ － Ｂ２－３ Ｂ１－２ Ｂ２－２ Ｂ１－１ 

８ １４：００ Ｂ１－２ － Ｂ２－２ Ｂ２－１ Ｂ１－３ Ｂ２－３ 

９ １４：４０ Ｂ１－１ － Ｂ２－１ 本部 本部 本部 

 

 



参加者リスト 

No. 氏名 連絡先(電話番号)  No. 氏名 連絡先(電話番号) 

１    ２１   

２    ２２   

３    ２３   

４    ２４   

５    ２５   

６    ２６   

７    ２７   

８    ２８   

９    ２９   

１０    ３０   

１１    ３１   

１２    ３２   

１３    ３３   

１４    ３４   

１５    ３５   

１６    ３６   

１７    ３７   

１８    ３８   

１９    ３９   

２０    ４０   

 

チーム名                                 

各参加者の検温結果および健康状況を確認しています。２０２２年５月２８日 

 

コロナ対応責任者                           富士見 FC 確認                      


