
開催日 ２０２０年　８月　１４・１５日

会　場 八瀬大橋グランド＆上戸グランド

主　催 Alternative　交流戦　２０２０　実行委員会

協　賛 有限会社弘武堂スポーツ　フットボール・パーク

Alternative　交流戦　２０２０



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alternative　交流戦　２０２０　　　　　　　　　開催要項

目　　的

主　　催 Alternative　交流戦　２０２０　実行委員会
協　　賛 Football Park
協　　力　 川越市市内チーム

期　　日 ２０２０年８月１４日（金）・１５日（土）

会　　場 八瀬大橋グランド 川越市的場３５２９地先
上戸グランド 川越市上戸新町27-1
※駐車台数制限は設けませんが、感染防止のためできるだけ最小限の台数にしてください。

参加資格 ６年生以下で構成されたチームであること
参加選手はスポーツ安全協会などの傷害保険に加入済みであること
参加選手が本大会参加において保護者の同意を得ていること

参加チーム イーグルファイター　　芳野　　霞ヶ関少年　　コリオーラ　　ひまわり　 古谷　パンサー　
バッハロー　　ヤンガース　　ライオンズ

合計１０チーム

大会参加費 １チーム　３０００円
大会初日に各会場の本部にてお支払いください

大会方式 参加１０チームを２ブロック（５チームずつ）に分け、リーグを行う
各ブロックで順位を決定する
２日目のリーグは1日目の結果より１・２位と３位の勝点上位チームを八瀬組
３位勝点下位チームと４・５位チームを上戸組としてリーグを行う

審　　判 審判割り当てに従い、各チーム有資格帯同審判員で行う。
今大会は３人審判制によりおこなう。
主審、副審とも審判服着用のこと
試合結果は審判員が責任をもって本部に伝達する

開会式 開会式は行わない

閉会式 閉会式（表彰式）はおこないません。表彰者（unsung hero１名）のみ本部にて表彰します。

コロナ禍の中、多くの大会が中止されており、少年サッカーの集大成の機会が奪われておりま
す。　　　　最高学年の子供たちの試合体験と成長の機会を与えるために、また、多くのチーム・
多くの選手と交流をし、親交を深めることを目的とする。
また、チームの括りに関係なく、各チームの指導者が色々な選手との接点を持ち、一人でも多く
の良い選手が育つ環境をつくることを目的する。



競技方法 ルールは、２０１９/２０２０年度（公財）日本サッカー協会競技規則に準ずる
本大会は８人制（ＦＰ７人＋ＧＫ１人）とする
試合時間は３０分（15-5-15）とする
前半、後半とも必要に応じてクーリングブレイクをとることとする。

（クーリングブレイクについてはアディショナルタイムとする）
 リーグ戦については競技時間内に勝敗が決まらない場合は引き分けとする
リーグ戦における順位は次の通りとする
（１）勝ち３点・引き分け１点・負け０点とし、勝ち点の合計により順位を決める
（２）勝ち点が同じ場合は、得失点差の多いチームを上位とする
（３）得失点差が同じ場合は、総得点の多いチームを上位とする
（４）総得点が同じ場合は当該チームの対戦で勝利チームを上位とする
   上記条件でも順位がつけられない場合は抽選により上位チームを決定する
退場は、自動的に次の試合に出場できない　　※指導者にも適用される
試合中に退場者が出た場合は、他の選手を補充し８人で試合を続行する
 ピッチサイズは、縦６８ｍ、横５０ｍを基準とし少年用ゴールを使用する
ユニフォーム正副２着色違いを用意し事前に当該チームとの確認で、色の重複がないようにする
交替は自由交替とし再出場可とする。交替の際は主審の承諾なしで入出可とする
ベンチ入りする選手及び指導者は試合で着用している自ユニフォーム及び相手ユニフォームと
異なる色のビブス等を着用しなければならない

表　　彰 表彰は以下の通り行う
unsung hero　１名（フットボールパークより）豪華賞品
※各試合において対戦チームのベンチが『縁の下の力持ち』を選出し表彰する

そ　の　他 ・試合中における怪我など傷害については、主催者は応急処置を行い、その後の処置は、各チームの
　責任者に一任する
・取替え式のサッカーシューズの使用は認めない
・コロナウィルス感染対策のため、選手・指導者以外の来場は最小限でお願いします
・各チーム感染症対策責任者を決め、別紙チェックリストにて参加者全員の管理をお願いします。
　　来場者については各日、各チーム全員の名簿管理をお願いします。
　　体調不良の選手・役員については参加ご遠慮頂きます
　　検温など体調管理をチームごとにお願いします
　　利用者名簿については提出を求められた場合速やかにご提出ください

雨天時開催 雨天などで開催ができない場合は以下のとおりとする
・初日開催　・　２日目中止の場合　→　初日の結果を参考に、ブロック順位を参考に決定
・初日中止　・　２日目開催の場合　→　初日の組み合わせ通り試合を行いブロックごとに順位を決める
・初日中止　・　２日目中止　→　大会中止
＊雨天時は午前６時に開催の有無を決定し参加チームに連絡する

問い合わせ 大会責任者
川越ひまわりサッカークラブ　　荻原常男　　TEL　０９０－２５２５－７１７４

大会事務局
川越ライオンズサッカー少年団　　北村　英雄　　TEL　０９０－８８５９－３７８０



　　　　　　　　　　　　　【注　　意　　事　　項】

　《審　　　判》
選手同士の挨拶・握手、ベンチへの挨拶は行わない
コイントスはキャプテンのみを呼び出し間隔を保ちながら実施する事
ルールは、２０１９/２０２０年度（公財）日本サッカー協会競技規則に準じて行います。
公式戦に向けて練習の場になればと思います。
試合終了後に審判どうしでジャッジを反省してください。

　《感　染　症　対　策》
各チームにて名簿管理などお願いします。
提出を求められた場合に速やかに提出できるように管理してください。
来場者は必ず検温し、感染対策責任者に報告の上、記録管理をお願いします。
来場者について感染防止のため以下の項目を遵守してください。
(1) 以下の事項に該当する場合の自主的な参加の見合わせ（イベント等当日に書面にて確認）

　・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、 地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
(2) イベント等参加者全員のマスク着用
(3) 事業主体 FA が示す注意事項の遵守
(4) スポーツイベント終了後に新型コロナウイルス感染症を発症した場合の速やかな報告
(5) イベント中に誰とどのくらいの距離で何分くらい話したか、その時にマスクを着用していたかなど、 他人との接触状況の記憶

（感染者発生発覚の際の濃厚接触者特定に役立ちます）
　・会話の際にはソ-シャルディスタンスを確保し、１５分以上の会話はしないようにしてください。
会場に来場できる方は指導者・審判と最小限のスタッフに限定させていただきます。
原則として無観客です。観戦者が多い場合は本部より退去の指導を行う場合があります。
保護者の試合観戦は原則禁止といたします。
撮影のためのスタッフ１名のみ、ピッチサイドへの入場を許可します



八瀬組 得点 失点 得失差 勝点 順位

芳野

ひまわり

古谷

ヤンガース

バッハロー

上戸組 得点 失点 得失差 勝点 順位

イーグル

霞ヶ関

コリオーラ

パンサー

ライオンズ

開始時刻

8:30～ vs. vs.

9:15～ vs. vs.

10:00～ vs. vs.

10:45～ vs. vs.

11:30～ vs. vs.

12:15～ vs. vs.

13:00～ vs. vs.

13:45～ vs. vs.

14:30～ vs. vs.

15:15～ vs. vs. ライオンズ パンサー

※審判については割り振られたチームから3人出してください。９月からの４種リーグなど公式戦に向けての練習の場としてもご活用ください。審判服は着用してください。

開催日：8月14日（金）Alternative　交流戦 会場：八瀬グラウンド・上戸グランド

ライオンズ コリオーラ 霞ヶ関

ヤンガース 芳野 古谷 パンサー イーグル コリオーラ

ライオンズ コリオーラ

芳野 古谷

審判

芳野 ひまわり バッハロー ライオンズ

コリオーラ ライオンズ

コリオーラ イーグル

ひまわり ヤンガース 芳野 霞ヶ関 パンサー イーグル

パンサー 霞ヶ関

バッハロー 芳野 ヤンガース ライオンズ イーグル パンサー

ひまわり 古谷 芳野

バッハロー イーグル

芳野 ひまわり 古谷 ヤンガース バッハロー

イーグル 霞ヶ関 コリオーラ パンサー ライオンズ

ひまわり バッハロー ヤンガース 霞ヶ関

バッハロー 古谷 ひまわり

コリオーラ

ヤンガース バッハロー 古谷 パンサー

八瀬グランド 審判 上戸グランド

霞ヶ関

イーグル 霞ヶ関

古谷 ヤンガース ひまわり



八瀬組 得点 失点 得失差 勝点 順位

上戸組 得点 失点 得失差 勝点 順位

開始時刻

8:30～ vs. vs.

9:15～ vs. vs.

10:00～ vs. vs.

10:45～ vs. vs.

11:30～ vs. vs.

12:15～ vs. vs.

13:00～ vs. vs.

13:45～ vs. vs.

14:30～ vs. vs.

15:15～ vs. vs.

0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

審判

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

※審判については割り振られたチームから3人出してください。９月からの４種リーグなど公式戦に向けての練習の場としてもご活用ください。審判服は着用してください。

0 0

0 0 0 0 0 0

八瀬グランド 審判 上戸グランド

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

開催日：8月15日（土） Alternative　交流戦 会場：八瀬グラウンド・上戸グランド



通番 出席 区分 氏名 住所 電話 確認 当日体温 年齢 帯同保護者（コーチ除く）

1 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

2 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

3 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

4 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

5 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

6 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

7 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

8 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

9 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

10 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

11 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

12 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

13 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

14 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

15 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

16 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

17 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

18 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

19 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

20 選手 母・父・他家族（続柄：　　　）

21 コーチ等

22 コーチ等

23 コーチ等

24 コーチ等

25 コーチ等

26 コーチ等

27 コーチ等

28 コーチ等

29 コーチ等

30 コーチ等

名（帯同保護者を含む）

上記について確認しました。 会場責任者(サイン)

なお、応援等のみの目的で大会会場に入る場合も帯同保護者として本紙に記入

する必要があります。帯同責任者は漏れなく対応してください。

利用者数合計

上記については事実と相違ありません。会場管理者等

から本紙の提出を求められた際は、提出を承諾しま

帯同責任者(サイン)

本書式は、大会会場の施設管理者等が定めるルールに従い、確認または提出

が求められる「利用者名簿」として用いることができる標準書式です。

各チームで、事前に作成して当日持参し、必要事項の追記を適宜行ったうえで、

撤収時に必ず、会場責任者による内容確認を受けてください。

大会会場によってはルール上、提出を要する場合があります。

確認のみで足りる場合、帯同責任者は利用日から1か月間、保管ください。

大会会場利用者名簿
埼玉西部地区

少年サッカー連絡協議会　標準書式

1.チーム名

2.帯同責任者名 （通番の№　）原則としてエントリー表の連絡先としてください

3.利用日時 　　　　年　　月　　日(　)　　　：　　～　　：　　

4.利用会場名

5.大会名

会場で求められた場合、 

当日追記してください。 

帯同保護者がいる場合 

は、両人の情報を記入 

してください。 

「体調不良でない」旨を確認しチェックしてください。 

帯同保護者がいる場合、両人とも確認してください。 

帯同保護者は、選手 

１名に対して1名まで 

としてください。 



参加チーム用　新型コロナウイルス対応版チェックリスト

シーン 項目 チェック欄 備考

⑴チーム内において感染対策責任者を定め、感染対策責任者を把握する。

⑵競技会・試合に参加する上での注意事項を選手・スタッフ全員が理解する。（不安がある場合は参加を見送る）

⑶事前に健康管理表を入手し、競技会開催日まで健康チェックを行う。

⑷
選手が未成年の場合は、保護者が競技会の会場、日時、対戦相手を理解しており、参加を了承している。（了承しない場合は無理に参加さ

せない。）

⑴原則としてマスクを着用する。屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクをはずすことができる

⑵寄り道をせずに、できるだけ早く帰宅する。

⑴
選手はウオームアップ実施以外の時はマスクを着用する。指導者・スタッフは常に原則としてマスクを着用する（屋外で人と十分な距離（少なく

とも２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクをはずすことができる)。
⑵健康チェックシートを感染対策責任者に提出する。

⑶握手やハイタッチ等は行わない。

⑷円陣は行わない。

⑸ ミーティングの回数・時間を減らす、もしくは行わない。

試合関係者のコミュニケーション、給水等

⑴
指導者・スタッフ、ベンチに座る選手は常に原則としてマスクを着用する（屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合に

は、マスクをはずすことができる)。
⑵ プレー以外の不要な接触を避ける（得点後の喜び、交代時の握手等）。

⑶ ピッチ上でチームメイト、審判員と会話する際にも距離についてしっかりと配慮する。

⑷ ベンチでの選手間の距離を保つ。

⑸ サブの選手は、アップ時の他の選手との距離にも注意を払う。

⑹水・氷を溜めたクーラーボックスにボトルを漬けない。

⑺ ボトルを他の選手と共有しない。

⑻ タオル等、リネンを他の選手と共有しない。

⑼ うがいした水をピッチ内に吐かない。

⑽ ピッチ内でも咳エチケットを守り、つばを吐いたり、手鼻をかまない。

ハーフタイム・交代・退場時、試合終了時の対応

⑴退席や退場の際等、審判員と会話をすることがあったとしてもその距離には十分に配慮する。

⑵ メディカルスタッフはラテックスグローブを活用する。

⑶試合後のチーム、審判員との挨拶、相手チームベンチへの挨拶は行わない。

⑴試合会場のルールに従い、ゴミを密封した状態で処分するか、持ち返る。

⑴手洗いうがいを徹底する。

⑵ バランスの良い食事をとる。

⑶検温と共に行動記録を書く。

⑷早めに就寝し、十分な睡眠時間を確保する。

６　事後対応 ⑴ 帰宅後14日以内にチームの中から感染者が出た場合は、AlternativeCupの感染対策責任者に速やかにその旨伝える。

チーム感染対策責任者：

５　帰宅後の過ごし方

１　事前準備

２　往復の移動

３　試合前

４　試合中


