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お気軽にお問い合わせください

http://www.cgp.jp

小学１年生になったら塾へ行こう！

対象：小学１年生～小学３年生

文章や文字から正しく
イメージする力を育てます。

                 CGパーソナルなら、生徒一人
               ひとりに合わせた学習スタイル
            で都合の良い時間帯に授業を
         受けることができますから、
      クラブ活動や習い事に忙しい
   お子さまでも効率的に学習が
進められます。

045-840-1708

「映像を見る」
「文章を読む」の
サイクルで
イメージング力を
培います

     
     
     

スーパー読解講座

自分専用のプランだから
サッカーと勉強
の両立が可能です！

小１～高３･高卒対象

普段の学習や
入試に役立ちます！

塾でもお家でも何度でも
毎日トレーニングできます！

速読で
『情報処理力』
が大幅アップ！

個別指導

１対１または
１対２の

完全個別指導

培います

勉強嫌いにしない

で国語･算数
年長の方はご相談下さい
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鈴木　 威 ( 横浜バディ スポーツ幼児園FC） 冨田喜猛（ 大和みどり が丘幼稚園）

伊藤美佐（ ゆたかSC） 浅井光幸 ( みどり 横浜FCバディ スポーツ幼児園FC）

今西理記（ 横浜港北サッ カ ーク ラ ブ）  田原清光（ と びお幼稚園プレ スト FC）

内藤啓充 ( 上飯田幼稚園F. C) 長塚千栄子（ 伊勢原八雲幼稚園SC）

矢萩四郎（ 田奈スポーツク ラ ブ） 畠　 義信 ( 宮の台幼稚園SC)

和田貴樹（ ラ ッ ク 光が丘FC） 中山静一（ バデｨー鍛冶ヶ 谷SC）

新宮敬太（ 横浜ジュ ニオールキッ ズ） 川嶋隆之（ 横浜ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ﾌｯﾄﾎ゙ ﾙーｸﾗﾌﾞ ）

増田和博（ リ バーFC) 笠原佳樹（ 長津田サッ カ ーク ラ ブ）

水野友樹（ 京急幼稚園サッ カ ー部） 長塚恵美（ FCし ら ゆり シーガルス）

小川晋司（ ク リ エイ ト サッ カ ーク ラ ブ） 宮下直礼 ( FC緑)

井上善博 ( SGAT富水幼稚園サッ カ ーク ラ ブ) 和田篤雄 ( 六浦毎日サッ カ ースク ール)

山口　 淳 ( 六会幼稚園サッ カ ーク ラ ブ) 桐山勝寿 ( たけのう ちFC)

森　 憲一 ( 藤沢FC) 末本亮太（ 大豆戸FC)

渡部靖成 ( WSG FOOTBALL CLUB) 上田康博 ( 駒林サッ カ ーク ラ ブ)

三浦秀明  ( LI ETO　 SC) 丸山剛生 ( あざみ野キッ カ ーズJr )

梶山雄大（ 湘南コ スモサッ カ ーク ラ ブ） 渋谷颯人（ 奈良幼稚園Ｈ Ｉ Ｐ . Ｓ Ｃ ）

準加盟 森美佐子 ( いのやまサッ カ ースク ール) 高橋邦明　 ( WSC海老名)

伴野尚美  ( ポリ バレ ント )

（ 一社） 神奈川県サッ カ ー協会大会役員　

　 （ 一社） 神奈川県サッ カ ー協会 幼児部会大会役員　

阿部寛（ 原FC）



ＪＦＡキッズプログラム事業 

 第４３回 神奈川県幼稚園サッカー秋大会 大会要項  

主   旨    （一社）神奈川県サッカー協会幼児部会の連絡・交流を密にし、加盟団体及び園児 

（幼児）の技術向上と心身の健全育成の助長を図ることを目的とする。  

目   的   みんなと仲良く楽しくサッカーをしよう！ 

名   称    第 43 回 神奈川県幼稚園サッカー秋大会 

主   催    （一社）神奈川県サッカー協会  

主   管   （一社）神奈川県サッカー協会 幼児部会 

後   援   （公財）日本サッカー協会 

 

日   時    2022 年 11 月 ５日（土） 64 チーム （午前午後 各 32 チーム） 

午前の部 10:00～11:30  ・  午後の部 13:00～14:30   

会   場    保土ヶ谷公園サッカー場    

雨天順延   2022 年 11 月 27 日（日）   『 しんよこ フットボールパーク 』 

参加資格   （一社）神奈川県サッカー協会幼児部会に加盟登録された加盟登録団体チームであること。 

スポーツ傷害保険に加入していること。 

参加対象    Ｕ－６（幼稚園・保育園の年長・年中児とする。3 歳・小学生は参加できない） 

          

競技規則    ブロック毎のリーグ戦方式により１チーム３試合を行う。  （変更有り） 

神奈川県サッカー協会幼児部会規則に準ずる。 

① ボールは３号球とする。 

② 競技人数→１チーム８人制。 

③ ゴールキーパーは、なしとする。 

④ 審判は主審１名とする。 

⑤ 試合時間は、１0 分１本でロスタイムを加算しない。（変更有り） 

⑥ オフサイドは、反則として採用しない。 

⑦ 交代は自由で審判への通告は無用。 

⑧ シューズはポイントのあるスパイクは禁止。  

⑨ 「すねあて」は必ず着用のこと。 

⑩ スローインはフェアープレーの精神で正式なスローインを理解している事を前提とし、 

やり直し、ファールスローをとる。 

⑪ キックオフ・フリーキック時は５ｍ距離をとる。 

 

グランド規格案   （目安） 

              ゴ  ー  ル・・・・         幅３㍍×高さ 1.5 ㍍ ・ ﾕﾆｸﾛｻｲｽﾞｺﾞｰﾙ３ 

              ゴールライン・・・         ３０㍍ 

              タッチライン・・・          ４０㍍ 

              ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰエリア・・・        幅１７㍍×長さ７㍍ 

 

審判協力     県立川和高校サッカー部 ・ ＹＭＣＡ (予定) 



退場門 

保土ヶ谷公園・案内図  11 月 5 日（土）開催会場 
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秋大会 当日の流れ 注意事項              

 

11月５日（土）県立保土ヶ谷公園サッカー場 

 

午前参加チーム 午後参加チーム 

各チーム代表者集合  ９：００ 

会場準備 

代表者打ち合わせ   ９：２５ 

生徒・保護者入場   ９：４０ 

開会式 （その場） １０：００ 

第 1 試合      １０：１５～ 

第 2 試合      １０：３０～ 

第 3 試合      １０：４５～ 

第 4 試合      １１：００～ 

第 5 試合      １１：１５～ 

第 6 試合      １１：３０～ 

＃ 許可証 3 枚まとめて返却 

 各チーム代表者集合  １２：２０ 

 代表者打ち合わせ   １２：３０ 

  

生徒・保護者入場   １２：４０ 

開会式 （その場）  １３：００ 

第 1 試合       １３：１５～ 

第 2 試合        １３：３０～ 

第 3 試合        １３：４５～ 

第 4 試合        １４：００～ 

第 5 試合        １４：１５～ 

第 6 試合        １４：３０～ 

＃ 許可証 3 枚まとめて返却 

※午前参加の代表者１名は準備のお手伝いをお願いします。 

※閉会式は行いませんので、試合終了チームから解散してください。 

※午後参加の代表者は片付けのお手伝いをお願いします。 

※試合時間は１０分１本です。 

※試合の間が、５分間ですので速やかな入れ替えをお願いします。 

 

注意事項 

1. 雨天時や強風・雷の場合には中止となります。6：00 頃判断し、県ＨＰ掲示板掲載。 

2. 駐車場は有料駐車場をご利用ください。(各チーム乗り合わせてお願いします) 

3. 選手の入場時間が決まっています。午前９：４０ 午後１２：４０です。 

早く着いた参加者は危険のない場所で待機するよう説明してください。 

4. ピッチ内の飲み物は水のみとなります。 

5. ピッチ内は、選手と指導者３名（大人）迄です。 

（コート両サイドの観戦場所は芝になっています。必要なチームはシートをご用意ください。） 

6. ボールの持ち込みは禁止とします。 

7. トイレはサッカー場正面入り口の外にあります。 

(駐車場近く売店の裏と、かながわアートホールにもあります。) 

8. ピッチ内は指導者含め撮影禁止です。観戦場所からの撮影はＯＫです。 

9. ご家族の観戦は極力少人数でお願いします。 

10. 入場者は全て健康チェックシートをチーム代表に提出、チーム毎の一覧名簿を本部に提出 



チーム名 シャツ パンツ ストッキング チーム名 シャツ パンツ ストッキング

A１ ラック光ヶ丘FC　A キイロ アオ アオ E1 フカミサッカークラブ オレンジ シロ シロ

A２ FCカルパ・レッド アオ シロ アオ E2 六会幼稚園サッカークラブ　『秋』 シロ アオ アオ

A３ 善行森の幼稚園ＳＣ キイロ キイロ シロ E3 城郷ＳＣ－Ｙ ハイイロ シロ キイロ

A４ バディー鍛冶ヶ谷サッカークラブB サックス コン サックス E4 大谷戸サッカークラブ アカ シロ クロ

B１ WSG FOOTBALL CLUB シロ シロ シロ F1 しんよしだ幼稚園FCファイト シロ アオ シロ

B２ 光明相模原サッカークラブ ミドリ ミドリ ミドリ F2 栗原FCそれなー アカ クロ アカ

B３ 片岡幼稚園ＳＣ アカ アオ シロ F3 大和みどりが丘幼稚園SC　年中組 アカ クロ アカ

B４ バディー鍛冶ヶ谷サッカークラブA サックス コン サックス F4 上飯田幼稚園FC アカ クロ アカ

C１ 長津田サッカークラブ キイロ アオ アオ G1 横浜バディスポーツ幼児園FC・アブレイズ アオ シロ アオ

C２ ゆたかSC 　  A ミドリクロ シロ ミドリクロ G2 原FCレッド アカクロ アカクロ アカクロ

C３ こうりんじ幼稚園ＳＣ シロ シロ シロ G3 駒林サッカークラブ ミドリ ミドリ ミドリ

C４ しのはら幼稚園ＳＣ Ａ ミズイロ シロ ミズイロ G4 藤沢FC アオ シロ アカ

D１ ゆりかごＦＣレッド ミズイロ ミズイロ アオ H1 横浜GSFCキッズ アオ アオ アオ

D２ クリエイトSC-β コン シロ シロ H2 奈良幼稚園ＨＩＰ.ＳＣ　スチュワート オレンジ オレンジ オレンジ

D３ 栗原FCぴえん アカ クロ アカ H3 いのやまサッカースクール ビブス コン シロ

D４ エストレーラ　フットボールクラブ アオ アオ キイロ H4 みどり・東戸塚バディスポーツ幼児園FC アオ シロ アオ

Bグループ Fグループ

Cグループ Gグループ

Dグループ Hグループ

Aグループ Eグループ

11月5日（土）保土ヶ谷サッカー場〔雨天11月27日（日）しんよこフットボールパーク〕

第43回神奈川県幼稚園サッカー秋大会グループ表

午前の部

グループ グループ



開会式10:00(保土ヶ谷サッカー場) 開会式10:00しんよこFP（雨天時）

時間 時間

1 10:15 ラック光ヶ丘FC　A VS FCカルパ・レッド WSG FOOTBALL CLUB VS 光明相模原サッカークラブ 長津田サッカークラブ VS ゆたかSC 　  A ゆりかごＦＣレッド VS クリエイトSC-β 1 10:15

2 10:30 善行森の幼稚園ＳＣ VS バディー鍛冶ヶ谷サッカークラブB 片岡幼稚園ＳＣ VS バディー鍛冶ヶ谷サッカークラブA こうりんじ幼稚園ＳＣ VS しのはら幼稚園ＳＣ Ａ 栗原FCぴえん VS エストレーラ　フットボールクラブ 2 10:30

3 10:45 ラック光ヶ丘FC　A VS 善行森の幼稚園ＳＣ WSG FOOTBALL CLUB VS 片岡幼稚園ＳＣ 長津田サッカークラブ VS こうりんじ幼稚園ＳＣ ゆりかごＦＣレッド VS 栗原FCぴえん 3 10:45

4 11:00 六会幼稚園サッカークラブ　『秋』 VS 大谷戸サッカークラブ 栗原FCそれなー VS 上飯田幼稚園FC 原FCレッド VS 藤沢FC 奈良幼稚園ＨＩＰ.ＳＣ　スチュワート VS みどり・東戸塚バディスポーツ幼児園FC 4 11:00

5 11:15 フカミサッカークラブ VS 大谷戸サッカークラブ しんよしだ幼稚園FCファイト VS 上飯田幼稚園FC 横浜バディスポーツ幼児園FC・アブレイズ VS 藤沢FC 横浜GSFCキッズ VS みどり・東戸塚バディスポーツ幼児園FC 5 11:15

6 11:30 六会幼稚園サッカークラブ　『秋』 VS 城郷ＳＣ－Ｙ 栗原FCそれなー VS 大和みどりが丘幼稚園SC　年中組 原FCレッド VS 駒林サッカークラブ 奈良幼稚園ＨＩＰ.ＳＣ　スチュワート VS いのやまサッカースクール 6 11:30

時間 時間

1 10:15 フカミサッカークラブ VS 六会幼稚園サッカークラブ　『秋』 しんよしだ幼稚園FCファイト VS 栗原FCそれなー 横浜バディスポーツ幼児園FC・アブレイズ VS 原FCレッド 横浜GSFCキッズ VS 奈良幼稚園ＨＩＰ.ＳＣ　スチュワート 1 10:15

2 10:30 城郷ＳＣ－Ｙ VS 大谷戸サッカークラブ 大和みどりが丘幼稚園SC　年中組 VS 上飯田幼稚園FC 駒林サッカークラブ VS 藤沢FC いのやまサッカースクール VS みどり・東戸塚バディスポーツ幼児園FC 2 10:30

3 10:45 フカミサッカークラブ VS 城郷ＳＣ－Ｙ しんよしだ幼稚園FCファイト VS 大和みどりが丘幼稚園SC　年中組 横浜バディスポーツ幼児園FC・アブレイズ VS 駒林サッカークラブ 横浜GSFCキッズ VS いのやまサッカースクール 3 10:45

4 11:00 FCカルパ・レッド VS バディー鍛冶ヶ谷サッカークラブB 光明相模原サッカークラブ VS バディー鍛冶ヶ谷サッカークラブA ゆたかSC 　  A VS しのはら幼稚園ＳＣ Ａ クリエイトSC-β VS エストレーラ　フットボールクラブ 4 11:00

5 11:15 ラック光ヶ丘FC　A VS バディー鍛冶ヶ谷サッカークラブB WSG FOOTBALL CLUB VS バディー鍛冶ヶ谷サッカークラブA 長津田サッカークラブ VS しのはら幼稚園ＳＣ Ａ ゆりかごＦＣレッド VS エストレーラ　フットボールクラブ 5 11:15

6 11:30 FCカルパ・レッド VS 善行森の幼稚園ＳＣ 光明相模原サッカークラブ VS 片岡幼稚園ＳＣ ゆたかSC 　  A VS こうりんじ幼稚園ＳＣ クリエイトSC-β VS 栗原FCぴえん 6 11:30

第43回神奈川県幼稚園サッカー秋大会　

組み合わせ表　A～Hグループ（午前の部）

Cコート

Gコート

12:00　退場 12:00　退場

FコートEコート

Aコート Bコート Dコート

Hコート

※メインスタンド側と掲揚台側との各ブロックでのコートの入れ替わりがあります。組み合わせ表を確認の上、該当するコートに移動をお願い致します。



チーム名 シャツ パンツ ストッキング チーム名 シャツ パンツ ストッキング

A１ 六浦毎日サッカースクール ミズイロ シロ シロ E1 田奈スポーツクラブ アオクロ クロ クロ

A２ クリエイトSC-α コン シロ シロ E2 ちよがおか幼稚園ＳＣ シロ シロ シロ

A３ WSC海老名 キイロ キイロ ブラック E3 横浜バディスポーツ幼児園FC・ネクサス アオ シロ アオ

A４ SGAT 富水幼稚園SC オレンジ シロ オレンジ E4 ゆりかごＦＣブルー ミズイロ ミズイロ アオ

B１ 宮の台幼稚園SC シロ クロ クロ F1 セイントフットサッカークラブ ミズイロ クロ クロ

B２ 六会幼稚園サッカークラブ　『冬』 シロ アオ アオ F2 ポリバレント コン コン コン

B３ あざみ野FC アオ アオ シロ F3 玉縄幼稚園サッカークラブ ミドリ ミドリ ミドリ

B４ 原FCブルー アカクロ アカクロ アカクロ F4 ラック光ヶ丘FC　B キイロ アオ アオ

C１ とびお幼稚園　プレストＦＣ アカクロ クロ アカ G1 横浜ユナイテッドFC アオ アオ シロ

C２ 奈良幼稚園ＨＩＰ.ＳＣ　ボブ オレンジ オレンジ オレンジ G2 しのはら幼稚園ＳＣ B ミズイロ シロ ミズイロ

C３ しんよしだ幼稚園FCガッツ シロ アオ シロ G3 ゆたかSC　   B ミドリクロ シロ ミドリクロ

C４ 城郷ＳＣ－Ｗ ハイイロ シロ キイロ G4 リバーＦＣ ミドリ クロ クロ

D１ FCしらゆりシーガルス アオ アオ アオ H1 あざみ野キッカーズ ビブス クロ クロ

D２ 戸部幼稚園ＳＣ オレンジ アカ シロ H2 黒滝幼稚園サッカークラブ シロ シロ ミドリ

D３ 横浜ジュニオールキッズ アカ クロ クロ H3 大和みどりが丘幼稚園SC　年長組 アカ クロ アカ

D４ FCカルパ・ブルー アオ シロ アオ H4 大豆戸FC クロ コン クロ

11月5日（土）保土ヶ谷サッカー場〔雨天11月27日（日）しんよこフットボールパーク〕

第43回神奈川県幼稚園サッカー秋大会グループ表

グループグループ

Gグループ

Hグループ

午後の部

Aグループ

Bグループ

Cグループ

Dグループ

Eグループ

Fグループ



開会式13:00(保土ヶ谷サッカー場) 開会式13:00しんよこFP（雨天時）

時間 時間

1 13:15 六浦毎日サッカースクール VS クリエイトSC-α 宮の台幼稚園SC VS 六会幼稚園サッカークラブ　『冬』 とびお幼稚園　プレストＦＣ VS 奈良幼稚園ＨＩＰ.ＳＣ　ボブ FCしらゆりシーガルス VS 戸部幼稚園ＳＣ 1 13:15

2 13:30 WSC海老名 VS SGAT 富水幼稚園SC あざみ野FC VS 原FCブルー しんよしだ幼稚園FCガッツ VS 城郷ＳＣ－Ｗ 横浜ジュニオールキッズ VS FCカルパ・ブルー 2 13:30

3 13:45 六浦毎日サッカースクール VS WSC海老名 宮の台幼稚園SC VS あざみ野FC とびお幼稚園　プレストＦＣ VS しんよしだ幼稚園FCガッツ FCしらゆりシーガルス VS 横浜ジュニオールキッズ 3 13:45

4 14:00 ちよがおか幼稚園ＳＣ VS ゆりかごＦＣブルー ポリバレント VS ラック光ヶ丘FC　B しのはら幼稚園ＳＣ B VS リバーFC 黒滝幼稚園サッカークラブ VS 大豆戸FC 4 14:00

5 14:15 田奈スポーツクラブ VS ゆりかごＦＣブルー セイントフットサッカークラブ VS ラック光ヶ丘FC　B 横浜ユナイテッドFC VS リバーFC あざみ野キッカーズ VS 大豆戸FC 5 14:15

6 14:30 ちよがおか幼稚園ＳＣ VS 横浜バディスポーツ幼児園FC・ネクサス ポリバレント VS 玉縄幼稚園サッカークラブ しのはら幼稚園ＳＣ B VS ゆたかSC　   B 黒滝幼稚園サッカークラブ VS 大和みどりが丘幼稚園SC　年長組 6 14:30

時間 時間

1 13:15 田奈スポーツクラブ VS ちよがおか幼稚園ＳＣ セイントフットサッカークラブ VS ポリバレント 横浜ユナイテッドFC VS しのはら幼稚園ＳＣ B あざみ野キッカーズ VS 黒滝幼稚園サッカークラブ 1 13:15

2 13:30 横浜バディスポーツ幼児園FC・ネクサス VS ゆりかごＦＣブルー 玉縄幼稚園サッカークラブ VS ラック光ヶ丘FC　B ゆたかSC　   B VS リバーＦＣ 大和みどりが丘幼稚園SC　年長組 VS 大豆戸FC 2 13:30

3 13:45 田奈スポーツクラブ VS 横浜バディスポーツ幼児園FC・ネクサス セイントフットサッカークラブ VS 玉縄幼稚園サッカークラブ 横浜ユナイテッドFC VS ゆたかSC　   B あざみ野キッカーズ VS 大和みどりが丘幼稚園SC　年長組 3 13:45

4 14:00 クリエイトSC-α VS SGAT 富水幼稚園SC 六会幼稚園サッカークラブ　『冬』 VS 原FCブルー 奈良幼稚園ＨＩＰ.ＳＣ　ボブ VS 城郷ＳＣ－Ｗ 戸部幼稚園ＳＣ VS FCカルパ・ブルー 4 14:00

5 14:15 六浦毎日サッカースクール VS SGAT 富水幼稚園SC 宮の台幼稚園SC VS 原FCブルー とびお幼稚園　プレストＦＣ VS 城郷ＳＣ－Ｗ FCしらゆりシーガルス VS FCカルパ・ブルー 5 14:15

6 14:30 クリエイトSC-α VS WSC海老名 六会幼稚園サッカークラブ　『冬』 VS あざみ野FC 奈良幼稚園ＨＩＰ.ＳＣ　ボブ VS しんよしだ幼稚園FCガッツ 戸部幼稚園ＳＣ VS 横浜ジュニオールキッズ 6 14:30

第43回神奈川県幼稚園サッカー秋大会　

組み合わせ表　A～Hグループ（午後の部）

Cコート

Gコート

15:00　退場 15:00　退場

Eコート Fコート

Aコート Bコート Dコート

Hコート

※メインスタンド側と掲揚台側との各ブロックでのコートの入れ替わりがあります。組み合わせ表を確認の上、該当するコートに移動をお願い致します。



 注   意  事  項  

   ＃ 保土谷公園 駐車場ご利用の際は、必ず左入場・左退場でお願いします。 

 

◎この大会は、各チームの皆様の協力により運営されています。 

子どもたちが楽しくサッカーができるように、それぞれの役割にご協力をお願い致します。 

◎試合中、又は往復途中等に事故・ケガ等があった場合には、各チームにて責任を持って 

対処をお願いします。 

◎ゴミは各自で必ず持ち帰りましょう。 

◎台風など緊急時は各チームに緊急連絡をします。当日朝６時に主催者側で判断します。 

◎注意事項を守らないで場内の器物を破損した場合は各自が責任を負ってください。 

   ◎当日、選手指導者の会場入場は 9：30 です。入場時間にあわせてご来場ください。 

 

（一社）神奈川県サッカー協会 幼児部会 大会応援マナー  

 

試合中の応援は選手達（子ども達）に元気を与えることが出来ます。 

しかし、行き過ぎた応援は選手の意識を損ない試合をもだめにしてしまう事さえあります。 

下記事項をお読みいただき選手達（子ども達）が楽しくなる幼児サッカーを推奨しましょう。 

 

■試合中の応援 

ゲームメイクするのは選手です。指導者が出来るのは応援励ましです。 

・味方・相手選手問わず良いプレーには誉めてあげましょう。 

 （ナイスプレー！いいよ○○君！ナイスシュート！・・・） 

・選手は自分で考えてプレーしています。自分でゲームメイク出来る選手を育てましょう。 

・観戦者はなるべく大声を出さずに拍手で応援してあげてください。 

 

■相手選手チーム・審判に対して 

・選手、相手選手への暴言は控えてください。 

（選手が傷つき、大人が使う言葉を当たり前に思って子ども達も真似をします。） 

・相手チームのミスに拍手も控えましょう。 

・味方選手、皆様のお子様がファウルを受けて倒れた時など、相手選手をなじるような言葉 

は慎んでください。（プレー自体は良くありませんが、良識ある気持ちでいて下さい。） 

・審判のジャッジに対する批判は絶対にしないようにして下さい。 

 

■試合後について 

・まずは誉めてあげましょう。 

・勝敗の結果よりも次につながる言葉をかけてあげましょう。 

・スキンシップ（頭をなでる・拍手で迎える・抱きしめてあげる） 

・試合の中で良かったプレーを見つけて、誉めてあげましょう。 

（何もない場合でも元気良かったね、などなんでも結構です） 

・自宅に帰り、今日のサッカーで楽しかった事・相手チームの事・良いプレーの事 

他なんでも話しましょう。 

 

勝つことではなく                  合言葉は 

      楽しみが全て                 Ｐｌａｙｅｒｓ Ｆｉｒｓｔ 



新型コロナウィルス感染拡大防止のため、下記の注意事項を遵守ください。

１．来場者について
・ 帯同者は大人3名としてください。
・ 会場（フェンス内）に入れるのはメンバー登録の選手および帯同者３名以内とします。
・ ご家族の試合観戦は、極力少人数でお願いいたします。
・ 帯同者の方はお渡しする県許可証名札を着用してください。（お帰りの際に返却ください
・ 帯同者も１４日前からの体温を記録した「健康チェックシート」を本部に提示してください。
・ 帯同者は常時マスクを着用してください。（選手同様）

入場者は全て健康チェックシートに記入してチーム代表者が管理。
一覧にしたシートを本部に提出。

2. 用具について
・ 自チームが使う手洗い・消毒用品はご持参ください。
・ 使用したペーパータオルなどのゴミはお持ち帰りください。
・ 試合球は本部で用意します。（試合ごとに消毒します。）
・ 選手は水筒の水を飲みましょう

３．指導者の方へ
・ 試合中もマスクを着用してください。（フェイスシールドは不可）
・ 選手挨拶は距離をとり、握手なしで行ってください。

ベンチ挨拶もなしとします。
・ 選手に「ハイタッチ禁止、ハグ禁止」を指示してください。
・ 飲み物もご自分でご用意ください。

４．休憩場所について
・ 会場内に各チーム判断をして場所を確保、他チームと距離をとってください。
・ 試合合間の手指消毒をこまめにチーム内でお願いします。

５．その他
・ トイレは１か所のみです。

必ず設置された石鹸で手洗いをして下さい
・ 他の公園利用者とは距離をとり、接触は避けてください。
・ 万一 来場者の中から感染者が出た場合は速やかに幼児部会までご連絡ください。

６．保護者
・ 待機中は小さいお子様の管理にご注意ください（特に駐車場）
・　親同士密にならないようにして下さい
・　大声での応援は控えてください。
・ マスク必着（鼻マスク厳禁）

入場者は許可シールを胸に張ってください（他者への貸し出しは厳禁）
試合終了後、シールは各自で処分してください。

保土谷公園におけるコロナ対策注意事項



検索マリノスサッカースクール

https://f-marinos-soccerschool.com/
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