
井吹台SC25周年記念大会

2021年3月20日(土)

神戸フットボールパーク岩岡



主催 井吹台サッカークラブ

会場 神戸フットボールパーク岩岡 (KFP岩岡) 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡301

参加資格 健康で保護者の参加承諾を得た選手で、スポーツ保険に加入し且つ小学4年生以下の選手で構成された

チームとする。20歳以上の指導者が引率・同行するチーム。

U-9・U-10を対象とした大会です。

参加チームU-9 FC玉津, 神戸コスモFC, センアーノ神戸, 東舞子SC, 夢野の丘SC, ロヴェスト神戸, 井吹台SC

参加チームU-10 エベイユFC, 小部キッズFC, 王子FC, 藤江KSC 長尾WFC, やまてSC, 井吹台SC

参加費 ¥3,500

競技規則 日本サッカー協会8人制競技規則に準ずる。

8人制

選手交代は自由とし、交代した選手の再出場は可能とする。ただしGKの交代はアウトオブプレー中に

 審判の許可を得ること。

試合時間 予選リーグ: 12分 (3分) 12分　　　順位決定トーナメント: 15分 (3分) 15分

試合形式 各カテゴリー4チーム2ブロックによるリーグ戦を行い、上位4チーム、下位4チームでのトーナメント戦

に進む。

リーグ順位は勝ち点制とする。(勝=3・引き分け=1・負=0)

勝ち点が同じ時は、得失点差→総得点→対戦成績→抽選とする。

決勝トーナメント・フレンドリートーナメントは、引分けの場合３人でのPK戦で勝敗を決定。

審判 審判は相互審判(前半は対戦表左側チーム、後半は対戦表右側チーム)、1人審判制としますが3名でも可。

上着のみ審判服の着用をお願いします。試合開始前までに対戦表左側チームの方は審判カードを受け取りに

本部までお越しください。

表彰 決勝トーナメント優勝、準優勝、3位にトロフィー及び賞状、4位に賞状、

フレンドリートーナメント優勝にトロフィー、準優勝、3位・4位に賞状、各チームMVP1名にメダル

雨天時 小雨決行とします。ただし状況により大会を中止する場合は、6:00頃までに判断し各チーム責任者に連絡

します。

その他 大会参加者に事故があった場合は、各チームにて応急処置をし、その後は医師の処置（各チームの責任

において）を受けて下さい。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、マスクの着用と常にソーシャルディスタンスの確保をお願いします。

また各チーム添付の健康チェックシートを記入の上、受付の際ご提出下さい。

ピッチ内は各チームの指導者のみです。

大会担当 井吹台SC　U-9: 源丸 直樹 (090-6600-4501), U-10: 石橋 正至（090-4646-4719）

井吹台SC25周年記念大会　大会要項



駐車場 駐車料金が普通車1台500円/1日、マイクロバス1台1000円/1日となっております。

KFP岩岡は全車両外から見える位置に添付の駐車証の掲示が必須ですので入場後お願いします。

送迎だけの場合も一旦駐車場に入場し、乗り降りや荷物の積み込み等をお願いします。

受付 グラウンド入り口付近にて8時30分から受付します。

9時10分頃よりグラウンド入口付近にて打ち合わせをさせて頂きます。

各チーム代表者の方1名は集合願います。

本案内の会場案内図の待機場所にてお願いします。

テント・タープを張る場合は、安全に配慮の上設置をお願いします。

風の強い日も多くテント等が張れないことがありますので、ご了承ください。

グラウンド内には、選手・指導者・主催者関係者のみ入場可とします。

グラウンド内でのアップ、ハーフタイムでの使用は禁止です。アップ場をご利用ください。

グラウンド周辺の防護ネットへのボールの蹴りこみ・持たれ込み等は禁止です。

グラウンド内での飲食は禁止、給水はミネラルウォーターのみ可です。

グラウンド内でのベンチは設営は不可です。

グラウンド内は全面禁煙（指定された場所のみ喫煙可）です。

立入禁止場所へは入らないようにしてください。

周辺の畑や池に投石などをしないこと。

試合時間はリーグ戦12分ハーフ(12-3-12)順位決定トーナメント15分ハーフ(15-3-15)とします。

試合開始5分前には各会場入口前に集合し、前試合終了後速やかに入場してください。

ユニフォームの色が重複している場合には、事前に該当チームにて話をして頂きますようお願いします。

スムーズな試合進行の為コイントスは行わず、下記の通り規定します。

・前半　左エンド = 対戦表左チーム, 右エンド = 対戦表右チーム, キックオフ = 対戦表右チーム

・後半　左エンド = 対戦表右チーム, 右エンド = 対戦表左チーム, キックオフ = 対戦表左チーム

試合終了後のベンチ挨拶は割愛してください。

試合終了後は、速やかに本部へ試合結果を報告してください。

その他 駐車場内は選手や子供も行き来します。徐行を徹底してください。

ゴミの持ち帰りをよろしくお願いします。

グランドルールについて

試合進行について

井吹台SC25周年記念大会 注意事項及び連絡事項

待機場所について

審判について



U-9 U-10
0:35 0:35 0:35 0:35

U-9 予選Aグループ

開始 終了 № 審判 開始 終了 № 審判 神戸コスモFC 夢野の丘SC ロヴェスト神戸 井吹台 J 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位

1 9:30 ～ 9:57 1 エベイユFC vs やまてSC 相互 1 9:30 ～ 9:57 2 王子FC vs 井吹台 P 相互 神戸コスモFC

2 10:05 ～ 10:32 7 小部キッズFC vs 藤江KSC 相互 2 10:05 ～ 10:32 8 長尾WFC vs 井吹台 S 相互 夢野の丘SC

3 10:40 ～ 11:07 23 神戸コスモFC vs ロヴェスト神戸 相互 3 10:40 ～ 11:07 24 夢野の丘SC vs 井吹台 J 相互 ロヴェスト神戸

4 11:15 ～ 11:42 29 センアーノ神戸 vs 東舞子SC 相互 4 11:15 ～ 11:42 30 FC玉津 vs 井吹台 K 相互 井吹台 J

5 11:50 ～ 12:17 5 エベイユFC vs 井吹台 P 相互 5 11:50 ～ 12:17 6 やまてSC vs 王子FC 相互

6 12:25 ～ 12:52 11 小部キッズFC vs 井吹台 S 相互 6 12:25 ～ 12:52 12 藤江KSC vs 長尾WFC 相互 U-9 予選Bグループ

7 13:00 ～ 13:15 7 13:00 ～ 13:15 センアーノ神戸 FC玉津 東舞子SC 井吹台 K 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位

8 13:20 ～ 13:53 35 A1位 vs B2位 相互 8 13:20 ～ 13:53 36 A2位 vs B1位 相互 センアーノ神戸

9 14:00 ～ 14:33 15 C1位 vs D2位 相互 9 14:00 ～ 14:33 16 C2位 vs D1位 相互 FC玉津

10 14:40 ～ 15:13 40 35勝 vs 36勝 本部 10 14:40 ～ 15:13 39 35負 vs 36負 本部 東舞子SC

11 15:20 ～ 15:53 20 15勝 vs 16勝 本部 11 15:20 ～ 15:53 19 15負 vs 16負 本部 井吹台 K

12 16:00 ～ 16:15 12 16:00 ～ 16:15

U-10 予選Cグループ

開始 終了 № 審判 開始 終了 № 審判 エベイユFC やまてSC 王子FC 井吹台 P 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位

1 9:30 ～ 9:57 21 神戸コスモFC vs 夢野の丘SC 相互 1 9:30 ～ 9:57 22 ロヴェスト神戸 vs 井吹台 J 相互 エベイユFC

2 10:05 ～ 10:32 27 センアーノ神戸 vs FC玉津 相互 2 10:05 ～ 10:32 28 東舞子SC vs 井吹台 K 相互 やまてSC

3 10:40 ～ 11:07 3 エベイユFC vs 王子FC 相互 3 10:40 ～ 11:07 4 やまてSC vs 井吹台 P 相互 王子FC

4 11:15 ～ 11:42 9 小部キッズFC vs 長尾WFC 相互 4 11:15 ～ 11:42 10 藤江KSC vs 井吹台 S 相互 井吹台 P

5 11:50 ～ 12:17 25 神戸コスモFC vs 井吹台 J 相互 5 11:50 ～ 12:17 26 夢野の丘SC vs ロヴェスト神戸 相互

6 12:25 ～ 12:52 31 センアーノ神戸 vs 井吹台 K 相互 6 12:25 ～ 12:52 32 FC玉津 vs 東舞子SC 相互 U-10 予選Dグループ

7 13:00 ～ 13:15 7 13:00 ～ 13:15 小部キッズFC 藤江KSC 長尾WFC 井吹台 S 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位

8 13:20 ～ 13:53 33 A3位 vs B4位 相互 8 13:20 ～ 13:53 34 A4位 vs B3位 相互 小部キッズFC

9 14:00 ～ 14:33 13 C3位 vs D4位 相互 9 14:00 ～ 14:33 14 C4位 vs D3位 相互 藤江KSC

10 14:40 ～ 15:13 38 33勝 vs 34勝 本部 10 14:40 ～ 15:13 37 33負 vs 34負 本部 長尾WFC

11 15:20 ～ 15:53 18 13勝 vs 14勝 本部 11 15:20 ～ 15:53 17 13負 vs 14負 本部 井吹台 S

12 16:00 ～ 16:15 12 16:00 ～ 16:15

対戦 対戦

時間調整時間調整

井吹台SC 25周年記念大会 U-9 & U-10 大会試合組合せ

A1コート(芝グラウンド手前側)

対戦

表彰式・閉会式

B1コート(土グラウンド手前側)

A2コート(芝グラウンド奥側)

対戦

B2コート(土グラウンド奥側)

時間調整 時間調整

iso_desk
ハイライト表示

iso_desk
ハイライト表示

iso_desk
ハイライト表示



【U-9 決勝トーナメント】

【U-9 フレンドリートーナメント】

【U-10 決勝トーナメント】

【U-10 フレンドリートーナメント】
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神戸フットボールパーク岩岡　経路について

神戸フットボールパーク

岩岡

詳細 【別紙１】 参照

②-1 大久保インター 交差点 右

③-1 岩岡連絡所前 交差点 右折

②-2 県道148号線 約1.2km 直進

④交差点 左折

①大久保インター 下車

③-2 600m直進



神戸フットボールパーク岩岡について

④交差点 左折

料金所

③-2 600m直進

③-1 岩岡連絡所前 交差点 右折



ご協力のお願い
１．神戸市サッカー協会の利用規定に抜粋。
14 施設入場の制限
理事は、次の事項に該当する入場者があるとき認められる場合には、入場拒否または退場させるもの
とします。
（１） 他人の迷惑となる行為をし、または施設を破損する者。
（２） 施設を利用することが、その者にとって危険であると認められる者。
（３） 引率者が同伴しない6 歳未満の幼児。
（４） 施設管理・運営上の必要な指示に従わない者。
（５） ペットを放し飼いにて入場させている者。
（６） 施設周辺へ不法駐車し、施設を利用する者。
（７） その他協会が施設の利用に不適当であると認めた者。
15 施設利用上の禁止事項
施設内において、次の行為を禁止し、従わなかった場合は以後の利用を制限「１３.（７）」します。
（１） 指定する場所以外での喫煙。
（２） 施設および付属物を汚損すること。
（３） 指定する場所以外へ廃棄物、ごみ等を捨てること。
（４） 協会の許可なく寄付および募集行為をすること。
（５） 利用許可以外のことを行うこと。
（６） 施設内にて秩序を乱す行為を行うこと。

神戸フットボールパーク岩岡　会場について

車両入口

駐車場①

車両出口

料金所
車500円/回

駐車場②

お手洗い

待機スペー

車両入口

駐車場①

車両出口

料金所
車500円/回

駐車場②

お手洗い

待機場所

喫煙所



20 利用者の責務
（１） 利用者は常に善良な指導者または代表者の注意をもって施設を利用するものとします。
（２） 競技の運営および競技の必要な作業は、すべて利用者の責任で行っていただきます。（設営＆
撤収）
（３） 利用者は施設内の秩序を保ち、規律ある行動をするよう責任を持っていただきます、
（４） 多数観客が来場される場合には、必要に応じて観客誘導の目印を掲げるとともに、緊急時の対
策を講じてください。特に付近住民に迷惑をかけないよう心掛けてください。
（５） 利用者が、施設を破損、汚損または減失した場合は、ただちに協会へ報告し、利用者および協
会双方の立会いのもとでその状況を確認し、これによって生じた損害を賠償していただきます。
（６） 施設利用中に施設内において発生した事故等については、協会に重大な過失がない限り、すべ
て利用者に責任を負っていただきます。事故防止には万全を期すようにしてください。
21 責務と損害賠償責任
（１） 「１２.施設利用許可の取り消し」または「１５.施設利用の中止」により、利用許可を取り消
され、または施設利用の中止を命じられた場合、もしくは「１８.利用変更届け出」により利
用の目的・内容等の変更が許可されない場合において、利用者または第三者がこれによって損
害を受けても、協会はその損害を賠償する責任を負いません。
（２） 不測の事故、天災地変または官公庁の命令・指導等により、利用予定日の利用が不可能な事態
が生じた場合、利用者または第三者がこれによって損害を受けても、協会はその損害を賠償す
る責任を負いません。
（３） 競技期間中に施設内において発生した人身事故、荷物・現金等の盗難・車の破損事故その他一
切の責任を負いません。
（４） 損害賠償保険、損害保険・スポーツ安全保険等は、利用者の負担と責任において必ず加入して
ください。



　　　見えやすい場所に置くようにしてください。この駐車証がないと岩岡グランドには入れません。

チーム名　　　　　　　　　　　

氏名・連絡先　　　　　　　　　　　　　　

（注１）この駐車証は車でリーグ戦、各種大会、トレセン等に参加する場合は、必ず車のフロントの

（追記1）KFP岩岡グランドにおける施設拡張協力金の支払いは、必須です。

（追記2）KFP岩岡グランドでの入場時の際トラブルがあれば、チームが失格となります。

（一社）神戸市サッカー協会　4種委員会

　　　　しあわせの村で路上でのトラブルがあった場合、大会会場として使用できなくなります。

（注２）駐車をされるにあっては、各会場のルールに基づき近隣の迷惑になることのないよう会場担
　　　　当者によくご確認ください。また、小学校等においては、この駐車証とともに学校独自の駐
　　　　車証が必要な場合もございます。
（注３）しあわせの村(芝)での試合では、基本的にＰ６の駐車場をご利用ください。
（注４）各試合会場路上での子供の乗り降りは危険です。絶対にしないようにしてください。

　　　　各試合会場路上での子供の乗り降りは危険です。絶対にしないようにしてください。

神戸市少年サッカーリーグ
駐 車 証

http://www.kobe-fa.gr.jp/iwaoka/main.html
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