R11_正式版（赤字修正）

第３３回（２０２１年度）
我孫子市長杯争奪少年サッカー大会

日時：２０２１年１０月１７日（雨天中止）
２４日
１１月

３日

会場：ゆうゆう公園少年サッカー場
五本松運動広場
主催：我孫子市サッカー協会
主管：我孫子市サッカー協会四種委員会
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大会開催にあたって


本大会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、日本スポーツ協会発行の「ス
ポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」及び市内小中学校の大会
開催時のガイドライン等に準じて、必要な対策を講じて開催することとします。
また、各チームの理解と協力により、各式典の簡略化、会場来場数の制限を配慮し
て運営します。

開会式


今年度は開催しません。



ベスト４チームのみ参加で開催します。



日時：１０月２４日（日）１１月３日（水祝）



会場：五本松運動広場



式次第：

閉会式

1.

開式の言葉

2.

成績発表

3.

表彰

4.

講評

5.

閉式の言葉
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大会要項


大会名

・第３３回我孫子市長杯争奪少年サッカー大会



主催

・我孫子市サッカー協会



主管

・我孫子市サッカー協会四種委員会
・
（主）我孫子隼ＳＣ



大会期日

（副）つくし野ＳＣ

・第一日目： １０月１７日（日）
（雨天中止）
・第一日目： １０月２４日（日）
・第二日目： １１月 ３日（水祝）



会場

・１０月１７日： ゆうゆう公園少年サッカー場（雨天中止）
・１０月２４日： 五本松運動広場
・１１月 ３日： 五本松運動広場



参加資格

・我孫子市サッカー協会に登録された小学生チームであること。
・スポーツ傷害保険に加入済みであること。
・選手は健康であり、保護者の承諾を得ていること。
・引率責任者を同行させていること。



大会規則

・
（財）日本サッカー協会競技規則に準ずるが、我孫子市サッカー協会四種
委員会制定のルール（１１人制）を優先する。
・試合球

検定四号球（各チームより持ち寄り）

・試合時間 ２０分－５分－２０分
・勝敗

試合はトーナメント戦で行い、引き分けの場合は５名による
ＰＫ戦とし、５名で勝敗の付かない場合はサドンデスとする。
但し、決勝戦は前後半５分の延長戦→５名によるＰＫ戦とする。

・出場選手 １試合の出場選手は最大２０名とする。
なお、２１名以上のベンチ入りは認める。
試合毎に我孫子市サッカー協会四種委員会が指定する様式の
メンバー表１枚を本部へ提出すること。
・棄権

相手チームの５－０の不戦勝とする。

・その他

ユニフォーム及びすね当てを着用する。スパイクは固定式とする
怪我については応急処置を行うが、その後は保護者の責任におい
て行うこと。
ベンチ入り可能な指導者は３名までとし、声出し、起立しての
指導は、監督などの１名のみとする。
試合前１５分以降のピッチ内でのアップを許可する。グラウンド
へ入る指導者は３名までとし、終了は審判の指示に従うこと。



審判

・第一日目の審判は、第一試合は、主管・副主管で行う。第二試合目以降は、
前試合対戦の両チームが責任を持って審判を行う。
・第二日目の試合は、我孫子市サッカー協会審判委員会で行う。



表彰

・優勝

表彰状、カップ（持ち回り）及びレプリカ、メダル

・準優勝 表彰状、メダル
・第三位 表彰状、メダル


参加費

・１チーム ７，５００円
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コロナウィルス感染症防止対策について（必ず、お読みください）


会場全体にかかわる事項
① 選手の参加承諾書は大会主管では行わず、各団に委任する。
② 下記の場合に該当する者は、大会参加を自粛する。
（応援者を含む。
）
・３７．５度以上の発熱がある場合
・同居家族や身近な人に感染の疑いのある人がいる場合
・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、地域などへの渡航歴又は当該在住者との濃厚接触がある場合
③ 車での来場は、１チームにつき６台以内（厳守）とする。第一日目は審判
車として１台を別枠で許可する。別紙の駐車券を印刷のうえ、チーム名・
車番・携帯電話番号を記入し、フロントガラス越しの見える位置に掲示す
ること。
④ 応援・観戦は、車台数で定められたチーム単位の総人数内とし、最小限の
人数とする。応援者は会場入りから、常時マスクの着用を基本とする。
（マ
スクを外して良いのは、試合ピッチ内選手・審判のみ）
応援は、応援エリア（横４０Ｍ）でソーシャルディスタンスを保ち、タッ
チラインから３Ｍ以上離れること。
⑤ 応援は拍手を基本とし、声を出しての応援は行わない。
⑥ 会場内での昼食は、最低限のみを認める。向かい合いを避け、ソーシャル
ディスタンスを保持し、速やかに済ますこと。



大会運営上の注意事項
① 会場入りは、自チーム出場試合時刻の６０分前～３０分前までとし、それ
より前の入場は認めない。
② 荷物置き場、休憩用テント等は、なるべく他のチームと距離をとって設置
する。
※選手同士の荷物の間隔をあけるように指導する。
※試合以外は他チームとの接触はしない。
③ 試合後は速やかに会場を退場する。
※試合が連続となるチームのみ継続して会場に残るものとする。
④ 休憩中、終了後など、手洗いをこまめに行う。
⑤ 市への報告用チェックシート、名簿について
各団で、実施日毎に名簿（選手、応援保護者、指導者）を記載し、メンバ
ー表と一緒に当日に本部へ提出のこと。
⑥ 審判への会場本部からの飲料水提供は行わない。審判自身が持参すること。
⑦ ベンチ用椅子はチーム２脚を大会主管で用意する。それ以外は各チームで
用意すること。
（大会主管は、試合毎に上記椅子のアルコール消毒を行う）
⑧ 大会主管は、トイレ横手洗い場にアルコール消毒液を用意し設置する。
⑨ 各チームも自チームでアルコール消毒液を用意持参する。
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試合時の注意事項
① 試合前後に相手チーム、審判団との握手は実施しないこと。
② 両チームベンチへの挨拶はしないこと。
③ 円陣は禁止とする。
④ 得点時、過度な抱擁、ハイタッチはしない。
⑤ ピッチ内でも咳エチケットを守り、つばを吐くなどの行為は行わない。
⑥ 口に含んだ水を吐かない。
⑦ 水・氷を溜めたクーラーボックス、タオルは共有しない。
選手水筒は選手自身がタッチライン外等の適当な場所に予め配置すること
を推奨する。
（水筒は個人で管理し、チームでかご等に纏めて入れない.）
⑧ ピッチ上でチームメイト、審判員と会話する場合にも互いの距離について
配慮する。
⑨ ベンチ（控え選手・指導者）ではマスク着用とし、不要な会話は控える。
選手への指導・指示等の際にもマスクを着用すること。
⑩ ベンチからの選手への指導・指示等の際はマスクを着用し、マナーを遵守
して行う。
※コロナ感染症対応に関係無く、ＪＦＡの以下のチーム役員の懲戒処置に
該当する行為には懲戒処置を行う。
https://www.jfa.jp/documents/pdf/soccer/exhibit_1920_01.pdf



大会本部・会場主管からの依頼事項
大会本部・会場主管は、安全な大会運営のために下記の依頼をすることがあり
ますのでご留意ください。
・会場責任者は、運動時以外でマスクの着用をしていない人がいた場合、着用
を促します。
・会場責任者は、体調不良者を見かけた場合は帰宅を促します。
・会場責任者は、感染予防措置をとり、必要な伝達事項があれば、参加者に促
します。
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トーナメント組み合わせ
第一日目 五本松運動広場

第二日目 五本松運動広場

つくし野ＳＣ
①
ＡＦＵ

⑥
イレブンジュニア
②
湖北台クラブ

⑨

決勝戦

ＦＣアミスター
⑤
三小キッカーズ
③
翼ＳＣ

⑦

高野山ＳＳＳ
④
隼ＳＣ
⑧

第一日目

①１０：００

三位決定戦

②１１：００

③１３：００ ④１４：００ ⑤１５：００
第二日目

⑥ ９：３０ ⑦１０：３０ ⑧１２：００ ⑨１３：００
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