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平成 31 年４月吉日 

埼玉県スポーツ少年団サッカー部会 関係者各位 

 

株式会社埼玉新聞社 

クロスメディア局 

 

第４回スクール 21 カップ埼玉県 U－10 サッカー大会 

 

大会開催に関する諸注意 

 

謹啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

 さて、皆さまが出場する小学校４年生以下を対象としましたサッカー大会「第４回スクー

ル 21 カップ 埼玉県スポーツ少年団Ｕ‐10 サッカー大会」の総合開会式を４月 13 日（土）

に昨年と同じ会場である上尾運動公園陸上競技場にて開催致します。 

 今年も、同大会の運営をスムーズに行うべく、昨年同様に参加団必携（別紙）を用意させ

て頂きました。大会参加の皆さまには参加団必携を熟読の上、総合開会式へのご参加を御願

い致します。 

 

大会に関する質問・至らない点や修正点などがございましたら、下記の事務局まで、メー

ルまたは電話にてご連絡頂けます様御願い致します。今後もより良い大会として継続してい

くためにも是非とも皆さまにご協力頂けます様御願い致します。                                       

謹白 

 

スクール 21 カップ 運営事務局 

埼玉新聞社クロスメディア局内 担当：竹内、青柳 

℡048－795－9932 

 Mail：school21cup@saitama-np.co.jp 

 

 

 

mailto:school21cup@saitama-np.co.jp
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 第４回スクール 21カップ 

埼玉県スポーツ少年団Ｕ‐10サッカー大会 

            

実 施 要 項 
4 月 13 日（土）【予備日：4 月 14 日（日）】の総合開会式の実施要項です。 

指導者は必ず熟読し、団内に徹底させてください。 

不明な点は所属地区の部会役員、または埼玉新聞社までお問い合わせ下さい。 

  

◎駐車場の諸注意 

 ※さいたま水上公園内駐車場は一般者も利用するため制限があり、混雑が予想されます。 

車での来場は１チームにつき２台までとします。 

※陸上競技場への車の乗り入れは駐車・乗降の理由に関係なく禁止となります。 

駐車券を２枚発行しますので分乗していただくか、公共交通機関をご利用ください。 

  ※１団２チーム参加の団は４台（駐車券４枚）となります。貸切バス（マイクロバス含 

む）を利用する場合は、駐車場所が指定されますので必ず地区役員に連絡下さい。 

  参加団関係者はもとより、運営スタッフの皆様も、出発地等で乗り合わせするなど、極

力、車の来場台数が少なくなるようご協力下さい。 

                     公益財団法人埼玉県スポーツ協会 埼玉県スポーツ少年団 

                                     （株）埼 玉 新 聞 社 

◆日時 平成 31 年４月 13 日（土）予備日４月 14 日（日） 

◆会場 上尾運動公園陸上競技場 

チーム受付時間：午前８：００～午前８：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 雨 天 時 の 問 い 合 わ せ ◆◆◆ 

埼玉新聞ＨＰ上にてお知らせ 下記の埼玉新聞ホームページへ。 

http://www.saitama-np.co.jp/ 埼玉新聞で検索 

埼玉新聞ＨＰの「埼玉新聞社からのお知らせ」で告知 

→ 開催の有無については、大会当日 4 月 13 日(土) ５：３０に掲載予定です。 

参加団必携 

http://www.saitama-np.co.jp/
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■指導者のみなさまへ 

(1)はじめに 

総合開会式会場の上尾運動公園陸上競技場は公共施設です。ごみ、空き缶などは必ず持ち帰り、“来た

時よりも美しく”を参加者に徹底させてください。なお、行進後はすぐに退場してスタンドで式典に

参加してください。退場は係員の指示に従い、スタンドで他のチームの行進を盛り上げるようにして

ください。 

 

(2)団代表者、指導者へ 

以下の２点をお願いします。 

①総合開会式は、全県全団参加のＵ－10大会への幕開けとなるイベントです。団の事情で本大会出場

を辞退する場合や当日学校行事がある場合を除き、参加してください。 

②単位団において当日異変が生じた場合（交通の遅延による未着など）、団の代表者（当日引率者）は

部会地区役員にすみやかに連絡し、大会本部に報告して指示を受けてください。 

 

(3)来場時の注意 

①会場の往復に電車、バスを利用する場合、マナーに充分留意すること。 

②団員は必ず指導者を伴って行動し、単独行動をとらないこと。 

③不慮の事故などの理由以外、当日になっての欠席は原則として認めません。 

万一、やむをえない事情で遅刻、不参加の場合は午前８：３０までに 

大会本部に連絡すること。（サッカー部会 小山 090‐8561‐4590／七五三
し め

080‐1066‐5448） 

④競技場内、およびその周辺では絶対に走らないこと。 

⑤朝の集合・受付時、解散時には競技場周辺の混雑が予想されるので、 

時間にゆとりを持たせてプランを立てること。 

 

(4)服装に関する注意 

①登録選手はユニフォーム・運動靴（スパイク不可）を必ず着用のこと。 

②入場行進に随行する指導者１名も、サッカー指導者としてふさわしい服装を着用のこと。 

 

(5)待機時に関する注意 

①入場行進整列待機、グラウンド退場の時は、放送および担当係員の指示に従うこと。 

②入場行進待機～式典による拘束時間は午前９：００～１１：３０頃まで長時間に及ぶので、各団選

手に朝食を食べたか確認する（行進待機までに朝食を済ませる）こと。体調のすぐれない場合には、

早めに申し出ること。 

③自分の団待機場所を確認の上、その場所を離れる場合は必ず９：００までに列に戻ること。水分補

給は事前にスタンド内で各自行い、水筒はグラウンドに持ち込まず、トイレを済ませておくこと。 

待機中は走り回ったり、ふざけてケガのないよう随行指導者が注意すること。 

 

(6)指導者、保護者に関わる事項 

①長い拘束時間中、常に団員の手本となるよう心がけること。 

②引率や見学の保護者も、総合開会式の参加者の一員であることを自覚し、 

式典の盛り上げに協力すること。また、約６０００人が参加するイベントのため、 

一人ひとりの身勝手な行動を慎むこと。スタンド席は指定された場所のみとする。 

行進する登録選手の席の確保のため、選手席は指導者１人（荷物番）と行進随行者以外は 

立入り禁止（行進しない選手も同様）。 
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③保護者席はスタンド席の空いている場所か芝生席を使用してもらう。 

④自分たちで出したごみは必ず持ち帰ること。 

 

(7)必ず守ること 

式典時間は約３０分間です。 

スタンドで開会式式典に参加する選手、指導者、保護者はクラウンド内に 

登場する人に注目し、あいさつなどを静かに聴くこと。式典中の雑談は厳禁。 

総合開会式・式典はその終了まで所定の位置に着席で臨むこと。 

式典途中での退場は、本大会を辞退したものとみなします。 

※総合開会式当日、大会や練習試合等を慎むこと。 

 

 ■会場への交通 

 ①電車での来場について 

  ＪＲ高崎線・上尾駅から徒歩２０分､東武バス上尾駅東口から大宮駅東口行き「上尾運動公園」 

バス停まで乗車約５～１０分、下車徒歩５分程度（バス往路時刻表のみ別紙参照） 

 ②マイクロバスでの来場について 

  マイクロバスの使用について、事前に事務局に連絡下さい。 

決められた台数以外のマイクロバス駐車場は確保していないので、連絡をしないでのマイクロバ

スでの来場は避けること 

③駐車券のない方（各チーム３台目から）は下記の駐車場（有料）をお薦めします。 

上尾東口駅前駐車場 ３００台（最大料金８００円） 

タイムズショーサンプラザ４５０台（最大料金１，１００円）  

※上記駐車場については別紙をご確認下さい。 
 

開会式当日のスケジュール 
(1)スケジュール（観客席への入場許可 8:00～厳守） 

8:00～8：30    チーム受付･･チーム代表者が必ず受付を済ませる（スタンド正面テント）。 

受付確認後、各団への参加賞・配布物を持って選手を観客席に誘導。 

荷物を置いたら、プラカード・団旗を持って行進待機場所へ。 

9：00～10：00   入場行進待機･･係員の指示でただちに入場口（メインスタンド左手）の指定場所へ 

（指定場所は最終頁参照）。 

10：00～11：00  入 場 行 進･･入場口からメインスタンド前を通過し、スタンド右手退場口へ。 

団旗旗手以外は観客席で式典に参加。旗手は係員の指示で誘導待機。 

11：00～11：30  開 会 式 典‥主催者・来賓あいさつ、団旗整列、団員綱領朗読、選手宣誓 

 

11：45～12：15  リフティング大会（主催：埼玉県スポーツ少年団サッカー部会） 

大会終了後、開会式終了。解散  

(１)受付（8：00～9：00） 

 受付ではチーム名を伝え、①参加団配布物（参加賞ほか）②整理番号シール を受け取ること。 

整理番号シールはプラカードの団名中央下に貼る。 
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・大会本部など 

 大会本部、係員詰所、救護所は正面受付内のメインスタンド下に設置する。緊急時以外、本部等へ

の立入禁止。場内放送などでの一般の呼び出しは不可。 

・チームの整理番号 

 受付時にチームの整理番号シールを渡すので、必ずプラカードの柄の上部に貼付。整理番号は 

入場行進の順番を示す番号なので指導者はこれを認識しておくこと。 

不明な点は、係員の指示に従うこと。下図参照 

 

プラカード（既存のものでＯＫです。お持ちでない方、新規で制作の方は下記をご参照下さい。 

★プラカードは縦２０cm×横６０cm程度で      丸々し      

上部中央にやや小さく「市町村名」、 

中央部に大きく団名（スポーツ少年団は省略）を 

はっきりと遠くからでもわかるように黒色で表記する。 

★１団で２チーム以上参加する場合は、 

団名の最後に「Ａ」、「Ｂ」で表記しチームごとに用意すること。 

受付で渡す整理番号シールを右のように貼付。 

                                   

奇数⇒インコース側 

                                  偶数⇒アウトコース側 

・団旗 

 団旗は行進した後、旗手がそのまま持って残り、係員の誘導に従い旗手待機場所へ 

 

・観客席の位置 

 選手、指導者、保護者が入れる観客席の位置はスタンドと一部芝生席を開放する。指定以外の場所

は立入禁止。また、登録選手でも、ユニフォーム･運動靴を着用なき場合は行進できないので注意。 

 

(4)入場行進の準備（9：00～10：00） 

※入場行進については詳細を別紙参照下さい。 

 ９：００から場内放送と係員の指示に従い、登録選手と監督（もしくは随行指導者１人）は 

入場行進待機場所に移動すること。待機場所は地区別、整理番号順になっているので、 

各チームはプラカードと団旗を先頭に、入場口に向かって一列縦隊に並び、係員のチェックを 

受けること。 

・監督（指導者）の随行 

 各チームとも、行進準備からグラウンド退場まで監督（指導者）を随行させ、係員の指示を 

選手に伝えること。特に行進待機への移動と、行進後の退場、スタンド待機までの選手への 

指導は徹底すること。 

 

(6)入場行進の形と順路（10：00～） 

 入場行進は５列縦隊（少人数の場合は３列）で、係員の指示に従って背の大きい順に並ぶ。 

プラカードは先頭中央、団旗は隊列中央の選手が持ち、監督（指導者）は選手の後へ（下図参照）。 

行進は２団ずつスタートし、演台前（係員指示）でプラカードをスタンドに向けて団名を見せ、 

１０歩程度で戻す。その後まっすぐ退場口へ。旗手の行進は審判員が誘導するので指示に従う。 

 

 

番号シール 
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●         ●  

○★○       ○★○ 

            ○○○       ○○○ 

            ○○○       ○○○ 

             ◎         ◎ 

・入場行進の順 

 演奏に合わせて、先導係員（１人）→国旗（４人）→スポ少本部旗（４人）→埼玉新聞社旗（４人）  

 →県協会旗（４人）→東部地区→西部地区→南部地区→北部地区 の順で行進する。 

※各地区の先頭には地区名の書かれたプラカードが先導する。 

 ※陸上コースの丸いレーンの上は乗らないようにして下さい。 

 

(7)開会式次第（11：50～12：30） 

１、開会宣言           ２、優勝カップ返還（レプリカ贈呈） 

３、主催者あいさつ・紹介     ４、来賓挨拶・紹介 

５、団旗整列・団員綱領の朗読   ６、選手宣誓 

７、閉式の言葉          ８、リフティング大会 特別企画 

※指示に従いスタンドで着席して式典に参加。開会式の最中は私語を慎みグラウンドに注目。 

 

特別企画 リフティング大会について 主催：埼玉県スポーツ少年団サッカー部会 

※昨年に引き続き、式典終了後にスポーツ少年団主催のリフティング大会を開催します。 

※各チームから代表者２名が参加となります。大会当日にルールなどを説明します。 

また、リフティング用のボール２個も必ず各チームでお持ち下さい。 

◎上位 3 名には賞状とメダルを進呈します。 

 

(8)退場について 

 選手はスタンドに戻って式典に参加するので、行進後、指定された退場口からスタンドへ。 

退場口は混み合うため、順序を守ってゆっくりと退場する。 

随行者は選手が走り回ったり、迷子にならないように声をかけ注意すること。 

 

(9)雨天中止の判断 

  雨天でも開催、荒天の場合は中止と致します。 

選手の健康に配慮し、天候によっては開会式を延期「４月１４日(日)」とする。 

天候不安定の場合、中止か否かの判断は午前５：３０に決定。 

それ以降判断しかねる場合は表紙のホームページアドレスへ確認すること。 

当日持参するもの ※試合は行いませんのでボールなどの道具は不要です 

(A)選手はユニフォーム、運動靴（スパイク不可）。水筒など水分補給に必要なもの。 

(B)プラカード（各団で作成したもの）、団旗、「参加団必携」（この冊子） 

(C)複写した健康保険証、救急用品は各団で対応する。 

(D)昼食（必要に応じて朝食）水筒など。ごみを入れるごみ袋も各自持参すること。 

(E)各チーム、リフティング大会用のボールを２個お持ち下さい。 

 

 

 

 

 

退場口へ。旗手は残って待機場所へ 

●プラカード 

★団旗 

◎監督（指導者） 

総合開会式は約５０００人もの人たちが一堂に会するイベントです。スムーズに

進行できるよう運営スタッフも心がけますので、ぜひご協力お願いします。 





３台目以降の有料駐車場について

上尾東口駅前駐車場【３００台】

住所：上尾市仲町1-7-23

料金：オールタイム 100円/30分

当日最大￥700

時間：24時間対応

タイムズショーサンプラザ【４５０台】
住所：上尾市谷津２－１－１
料金：オールタイム 200円/30分

当日最大￥1,100
時間：7:00～22:00


