
２０２２年 ６月 １９日（日）

ダイセル播磨光都　第２サッカー場

揖西西サッカースポーツ少年団

揖西西SSD 保護者会

スポーツ21 揖西西

　　 2022年　U-12揖西西招待

日　程：

開催場所：

主　催：

     協　賛：



１　趣旨

２　期日　　　　　　２０２１年６月１２日（土）２０２２年６月１９日（日）

３　会場

４　参加チーム U-１２（６年）１４チーム 

５　参加費　　　　 １チーム　５０００円１チーム　５０００円

６　試合形式

７　競技規則

８　表彰

９　その他

１０ 新型コロナ
　　　　対策

１１　連絡先

サッカーを通じて、互いの技術の向上と子どもやチーム、指導者ならびに
保護者間の交流を図ることを目的とする。

２０２２年　U-１２　揖西西招待サッカー大会

TJSC揖西西　監督　　　正清　龍二
TEL：090-8988-7669　　Mial：issai_west@yahoo.co.jp

ダイセル播磨光都 第２サッカー場　　　〒678-1205　赤穂郡上郡町光都3-9-3

（１）１４チームを４ブロックに分け予選リーグ戦２試合を行い、その後にリーグ戦
　　の各順位によるトーナメント戦、リーグ戦を行う。
（２）試合形式は８人制で、試合時間はすべて１５分－３分－１５分とする。
（３）予選、順位リーグの順位は①勝ち点（勝ち3点、引き分け1点、負け0点）
　　　　　　　　　　　　　 　　　　  ②得失点差③総得点④抽選とする。
（４）トーナメント戦で、同点の場合は３人のＰＫ戦にて勝敗を決する。
     ３人で決まらない場合は、サドンデスで勝敗を決する。
（５）スムーズな進行のため、試合後のベンチあいさつは、無しでお願いします。

（１）日本サッカー協会競技規則による。
（２）選手交代については自由な交代とし、交代人数についても自由とする。
　　交代の際は、交代ゾーンから行う。
（３）試合中の警告は累積を行わない。試合中に退場処分を受けた選手に
    ついては次の１試合に出場できない。
（４）審判は相互で一人審判で行う。※審判服、上のみ着用をお願いします。
（５）天候により給水タイムを設ける。給水タイムは、ランニングタイムとする。

決勝トーナメントの優勝、準優勝、３位チームにトロフィーを贈る。
２位トーナメント優勝チーム、３位リーグの優勝チームにトロフィーを贈る。

（１）怪我等については応急処置を行いますが、それ以上の責任を負いません。
（２）参加者は、必ず各チーム責任において傷害保険に加入しておいてください。
（３）雨天決行です。ただし警報等の場合は本部判断とし、当日６時３０分までに
　　各チームに連絡します。
（４）アップ場がございませんので申し訳ありませんが試合の邪魔にならないよう
　　各コートの空いているスペースでお願いします。
（５）ダイセル播磨光都サッカー場の使用上の注意をよくお読みください。

（１）添付しております「新型コロナ感染拡大防止ガイドライン」のご確認お願いします。
（２）新型コロナ健康チェックシート（選手・指導者/保護者）の記入をし、当日、本部に
　　提示をしてください。確認後は返却しますのでチーム内で保管お願いします。

　　合わせて、別紙「参加に関する同意書」についても提出をして頂きますようお願いします。

※招待試合後、2週間以内にチームの中から感染者が出た場合は、感染対策責任者
   の方に速やかにその旨伝える。
（３）観覧席も密にならないように御協力お願いします。
（４）ピッチ内以外は必ずマスク着用を徹底して頂くようチーム内で連絡お願いします。
※試合に出ている選手以外(指導者・ベンチの選手)はピッチ内でもマスクの着用に
　御協力お願いします。



予選リーグ
Ａリーグ 揖西西 太子 藤江 揖保 勝ち点 得点 失点 得失点 順位

揖西西ＳＳＤ

太子FC

藤江KSC

揖保SSD

Ｂリーグ 小宅 AC姫路 やまて 相生 勝ち点 得点 失点 得失点 順位

小宅SC

AC姫路

やまてSC

相生FC

Ｃリーグ 揖西東 鯰江東 大塩 勝ち点 得点 失点 得失点 順位

揖西東SSD

鯰江東FC

大塩SC

Ｄリーグ 誉田 エスペランサ レイ 勝ち点 得点 失点 得失点 順位

誉田SSD

エスペランサFC

レイSC

Ａリーグ Ｂリーグ

Ｄリーグ

U-12 揖西西招待　予選リーグ組み合わせ

Ｃリーグ

２．太子FC

４．揖保SSD３．藤江KSC

１．小宅SC

４．相生FC３．やまてSC

２．AC姫路

３．大塩SC ２．エスペランサ

１．揖西西ＳＳＤ

１．揖西東SSD

２．鯰江東FC

１．誉田SSD

３．レイSC



　　　　　　　　　試合スケジュール　（Ａ～Ｄはリーグを表す）

北（本部側）

Ａコート 試合時間 審　判

① 9:00 揖西西ＳＳＤ Aリーグ 太子FC 相互

② 9:40 藤江KSC Aリーグ 揖保SSD 相互

③ 10:20 揖西東SSD Cリーグ 鯰江東FC 相互

④ 11:00 揖西西ＳＳＤ Aリーグ 藤江KSC 相互

⑤ 11:40 大塩SC Cリーグ 鯰江東FC 相互

⑥ 12:40 Aリーグ１位 Cリーグ１位 相互

　⑦　 13:20 Bリーグ１位 Dリーグ１位 相互

⑧ 14:00 ３位の２位 ３位の３位 相互

⑨ 14:40 A⑥負 3位決定 A⑦負 相互

⑩ 15:20 A⑥勝 決勝戦 A⑦勝 相互

中央  ※B4位チームはCコートから連続して試合になりますので20分のインターバルを設定

Ｂコート 試合時間 審　判

① 9:00 揖西東SSD Cリーグ 大塩SC 相互

② 9:40 小宅SC Bリーグ AC姫路 相互

③ 10:20 TRM

④ 11:00 太子FC Aリーグ 揖保SSD 相互

⑤ 11:40 AC姫路 Bリーグ 相生FC 相互

⑥ 12:40 ３位の１位 ３位の３位 相互

　⑦　 13:20 Ａリーグ２位 Cリーグ２位 相互

⑧ 14:00 TRM

⑨ 15:00 ３位の４位 Ｂリーグ４位 相互

⑩ 15:40 ３位の１位 ３位の２位 相互

北（公園側）

Ｃコート 試合時間 審　判

① 9:00 誉田SSD Dリーグ エスペランサFC 相互

② 9:40 やまてSC Bリーグ 相生FC 相互

③ 10:20 誉田SSD Dリーグ レイSC 相互

④ 11:00 小宅SC Bリーグ やまてSC 相互

⑤ 11:40 エスペランサFC Dリーグ レイSC 相互

⑥ 12:40 ３位の４位 Ａリーグ４位 相互

　⑦　 13:20 Bリーグ２位 Ｄリーグ２位 相互

⑧ 14:00 Ａリーグ４位 Ｂリーグ４位 相互

⑨ 14:40 Ｂ⑦負 Ｃ⑦負 相互

⑩ 15:20 Ｂ⑦勝 2位T決勝 Ｃ⑦勝 相互

対　戦　相　手

対　戦　相　手

対　戦　相　手





　[ダイセル播磨光都サッカー場の注意事項]

　　・敷地内喫煙場所以外禁煙、火気厳禁（簡易ガスコンロも含む）、禁酒とする。

　　・観覧席内、ピッチ内のテント及びフェンス等にひもを掛けてのシートも禁止。

　　・ピッチ内の飲料水は水のみ（お茶、ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ不可、水以外持ち込みも不可）。

　　・ピッチ内に入るときは靴の土等を落として入ること。

　　・ピッチ内で遊ばないこと。

　　・ピッチ内での練習等は選手、指導者のみとする。なお試合でのベンチ人数に

　　　ついては大会要項による。

　　・人工芝を触って抜かないこと。

　　・ごみや持ち込まれたペットボトルは必ず持ち帰ること。

　　　（ゴミ箱は設置してません）。

　　・フェンスに足を掛けたり、またいだり、登らないこと。

　　・ピッチには入り口以外から入らないこと。

　　・観覧席、駐車場等（アスファルト舗装等）ピッチ外でボール遊びをしないこと。

　　・駐車場の枠内に順序よく南北方向に駐車すること。

　　・駐車場が満杯の場合は、公園入り口の県道沿いの駐車場にとめること。

　　・防災備蓄倉庫前、道路、通路に車を駐車しないこと。

　　・駐車場にテントを設置しないこと。

　　・第１グランドと第２グランド間の坂の所を登らないこと（階段使用すること）。

　　・ボールを故意にフェンスや壁に当てないこと。

　　・試合中の練習は禁止とするが試合と試合の間は可能とする、ただし使用していない

　　コートがある場合は次の試合のチームのみ使用してもよい。

　　・駐車場でのトラブルは当事者同士で処理すること。一切責任は負いません。

　　・更衣室を使用されたチームは掃除をすること。

　　・利用時間に準備、後片付けや更衣室使用時間は含まれます。

　　・その他施設を大事に使用すること。

　　・その他管理人の指示に従うこと。

　　※基本的に駐車場でのボール使用禁止！！ボールはコート内のみ使用可。

　　ボールは手で持って移動してください。

　上記の事が守れないチーム（応援の保護者含）は公園から
　退去させ、今後の使用をお断りさせて頂きます。

　　（＊申込責任者が使用者全員に以上の事を責任持って連絡してください）

　　ダイセル播磨光都サッカー場事務所

　　〒678-1205　赤穂市上郡町光都３丁目９番３号　　　TEL　0791-58-1616

全チーム スタッフ・選手・父兄 全員厳守してください。



　　　各活動における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPO法人西播磨サッカー協会４種　TJSC揖西西

日本スポーツ協会発行『スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン』及び
JFA サッカー活動再開に向けたガイドライン」の「新型コロナウイルス対応版チェックリスト例」に
基づき、下記の事項を確認の上で活動及び大会参加をしてください。

１．事前
(1)　チーム内において感染対策責任者を定め、所属協会・連盟担当者の連絡先を把握する。
(2)　活動する上での注意事項を関わる全ての方と共有し理解してもらうとともに「大会参加に
　　　関する同意書」大会毎に本部へ提出する。（不安がある場合は参加を見送る）
(3)　選手が未成年の場合は、保護者が活動内容を理解しており、感染等に関しては、すべて
　　参加者責任（保護者）であることを承諾している。（承諾しない場合は無理に参加させない）
(4)　次の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせる事。体調がよくない場合
　　（例：発熱・咳・咽頭通などの症状がある場合）、同居家族に同じ症状がある場合
(5) 　チーム内の選手・スタッフの健康チェックを行う。
　　（大会毎に健康チェックシートを本部に提示後　大会終了後2週間 各チームで保管）
(6) 往復時に車での相乗りをする場合はマスクを着用して、定員を減らしたり、窓を開けたり等
　　の工夫をする。
　

２．活動時
(1)　選手・指導者・スタッフはプレー時及び審判活動以外、原則マスクを着用する。
(2)　握手やハイタッチ、円陣等は行わない。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）。
(3)　ベンチでの選手間の距離を保つ。
(4)　水・氷を溜めたクーラーボックスにボトルを漬けない。ボトル、タオル等を他の選手と
　　共有しない。
(5)　咳エチケットを守り、ピッチ内でつばを吐いたり、うがいをした水を吐いたりしない。
(6)　試合中は選手自身が自分で考える機会とし大きな声での指示・声援は控える。	
(7)　こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を行うこと。アップ場、ピッチへの入場時は
　　必ず消毒を実施する。（消毒液は、各チームで準備する。）
(8)　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。

３．事後対応
(1)　帰宅後２週間以内にチームの中から感染者が出た場合は、感染対策責任者に速やかに
　　その旨伝える。

４．観客の管理	
(1)　施設に観客も入場させる場合には、観客同士が密な状態とならないよう周知する。
(2)　大声での声援を送らないことや会話を控えること、会話をする場合にはマスクを着用する
　　こと等の留意事項を周知すること



大会参加に関する同意書 

ＮＰＯ法人 西播磨サッカー協会 御中 

 ＮＰＯ法人 西播磨サッカー協会が主催する大会に参加するにあたり、以下の項目(条件)を確認のう

え参加致します。 

記 

 

1. 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を最大限行い、大会に参加する。 

 

2. チーム関係者に新型コロナウイルス感染症への感染の疑いが発生した場合は、速やかに医療機関を

受診し報告をする。 

感染が確認された場合は、参加大会の責任者に直ちに報告を行う。 

 

3. いかなる状況下であっても、感染した場合に関して、ＮＰＯ法人 西播磨サッカー協会は一切の責

任を負わないことに同意します。 

 

4. 選手、コーチングスタッフ、保護者、応援者等チームに関係する試合会場に来場するものに対し、

上記 1～3 に関しての同意をチームが取得していること。 

※未成年者の場合は、親権者の同意を得ること 

以上 

大会名       U-12 揖西西招待         

同意年月日 令和 ４年 ６月 １９日 

住所                            

チーム名                               

        代表者氏名                                     ㊞ 

電話番号                     

 

 ※連絡のつくお電話番号の記入をお願いします。 

※ご記入いただいた情報は、感染者が確認された場合の感染経路追跡にのみに 

使用し、保管期間(1 カ月)を経過したのち廃棄致します。 



＊新型コロナウイルス対応健康チェックシート

1 開催日：　 ２０２２年　６月１９日　（　日　）

2 開催場所：　 ダイセル播磨光都　第2サッカー場

3 大会名：　

4 チーム名：　

【選手用】

No 氏     名 学年 当日体温 体調異常なし（○） 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

【健康チェック項目】

① 体調不良（発熱37.5度超え、咳、のどの痛み、だるさ、嗅覚や味覚異常など)

② 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触

③ 同居家族や身近な人に感染が疑われる方が居る

④

上記のいずれかに該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。

チーム感染対策責任者：

（連絡先）

大会参加者健康チェックシート（選手用）

U-12 揖西西招待

過去14日以内に政府から入国規制、入国後の観察期間を必要とされる国、地域などへの渡航又は当該
在住者との濃厚接触がある。



＊新型コロナウイルス対応健康チェックシート

1 開催日：　 ２０２２年　６月１９日　（　日　）

2 開催場所：　 ダイセル播磨光都　第2サッカー場

3 大会名：　 U-12 揖西西招待

4 チーム名：　

【スタッフ・選手家族用】

No 氏     名 該当する方に（○）をする
当日
体温

体調異常なし
（○）

備考

1 スタッフ・指導者・家族

2 スタッフ・指導者・家族

3 スタッフ・指導者・家族

4 スタッフ・指導者・家族

5 スタッフ・指導者・家族

6 スタッフ・指導者・家族

7 スタッフ・指導者・家族

8 スタッフ・指導者・家族

9 スタッフ・指導者・家族

10 スタッフ・指導者・家族

11 スタッフ・指導者・家族

12 スタッフ・指導者・家族

13 スタッフ・指導者・家族

14 スタッフ・指導者・家族

15 スタッフ・指導者・家族

16 スタッフ・指導者・家族

17 スタッフ・指導者・家族

18 スタッフ・指導者・家族

19 スタッフ・指導者・家族

20 スタッフ・指導者・家族

【健康チェック項目】

① 体調不良（発熱37.5度超え、咳、のどの痛み、だるさ、嗅覚や味覚異常など)

② 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触

③ 同居家族や身近な人に感染が疑われる方が居る

④

上記のいずれかに該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。

チーム感染対策責任者：

（連絡先）

大会参加者健康チェックシート（スタッフ・保護者用）

過去14日以内に政府から入国規制、入国後の観察期間を必要とされる国、地域などへの渡航又は当該
在住者との濃厚接触がある。
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