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【MOROYAMA Jr.サッカーFestival 2021 要項】(改訂 /確定版 ) 

 

●目   的：①ｻｯｶｰを通じて、個人技術・体力・ﾁｰﾑ力の向上を目指すと同時に、健全な精神力の  

              発達向上を図る。 

           ②ｻｯｶｰを通じて、多くのﾁｰﾑと交流することにより、様々な経験・体験の中から自己の  

              成長を図らせ、次年代へのｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟに繋げる。  

            ③ｻｯｶｰを通じて、ｸﾗﾌﾞ及びﾁｰﾑ内の結束をより深め、総合的なﾁｰﾑ力を向上させる。 

            ④ｻｯｶｰを通じて、様々なﾁｰﾑの選手・ｽﾀｯﾌと関わり、触れ合うことにより、自己の見聞を  

              広め、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力やﾏﾅｰを養い育む。  

             ⑤選手たちの日頃の取組みに対して、積極的に挑戦させる。 

 

●主   催：毛呂山町サッカー協会  

 

●主   管：一般社団法人 SPEC・Footebol Clube do PARCEIRO Jr.  

 

    ●後   援：毛呂山町・毛呂山町教育委員会  

 

●協   力：Footebol Clube do PARCEIRO Jr.後援会・Footebol Clube do PARCEIRO Jr.ﾕｰｽ  

 

●期   日：第１日目→令和 3 年 12 月 12 日 (日)/交流試合  

       ：第２日目→令和 3 年 12 月 19 日 (日)/交流試合  

            ★予備日→令和 3 年 12 月 26 日 (日 )  

           ※ 2 日間共に参加チームを A・B の２ブロックに分けての交流戦形式で実施  

 

●会   場：毛呂山町総合公園グランド(埼玉県入間郡毛呂山町大谷木 443） 

 

●参 加 費：1 チーム /\3,000- 

※大会初日となる 12/12(日 )に大会本部にて、参加費のお支払いをお願い致します。  

 

●競技方法：参加チームは６年生を中心とした選手で構成されているとし、日頃の取組みに際  

          して、選手たちが積極的に挑戦できるように、参加チームによる順位を問わない 

          交流戦方式にて実施します。 

                 

【8 人制競技】 
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●競技規定：①2020/2021 年度日本サッカー協会制定「サッカ－競技規則」に準じる。  

               ②選手交代は自由な交代とし、交代ゾーンを使用する。 

               ③メンバー表及び、交代カードの提出は不要。  

                

●審     判：①主審等は当該対戦チームにてご相談願います。  

 

●参加資格：①各チームとも常時、指導者が同伴引率できるチーム。  

               ②傷害保険に必ず選手全員が加入しているチーム。  

               ③審判員 1 名を帯同しているチーム。 

 

●決行判断：①季節柄、雨天や降雪等の荒天に見舞われる事が予想されます。  

            雨天・降雪などの気象状況により大会開催が出来ない場合には、順延  

            及び中止となることがあります。  

            また、順延の場合、選手・ｽﾀｯﾌ・役員の安全を最優先し、主催者・主  

            管者側で競技方法及び試合予定時刻の変更をする事がありますので、  

            予めご了承下さい。 

          ②雨天・降雪等の荒天時の場合、当日の 6：30 までに主催者・主管者で 

           実施を決定致します。天候不順等で大会実施に支障がありそうな場合  

           は、6：30 以降に下記の問合せ先まで、お問い合わせ願います。  

 

 

   ☆問い合わせ先    ★石井
い し い

  学
まなぶ

    携帯・090-1129-7344 

( Footebol Clube do PARCEIRO Jr.監督)  

 

③下記に【荒天時における大会運営方法】について、対応例として①～④ま  

 でご案内させて頂きますので、ご確認をお願い致します。  

 

 12/12(日 ) 12/19(日 ) 12/26(日 ) 備   考  

対応例① ○→(実施 ) ×→(中止 ) ×→(中止 ) 
１日目のスケジュールのみ

で Fes 終了となります。  

対応例② ×→(中止 ) ○→(実施 ) ×→(中止 ) 
１日目のスケジュールのみ

で Fes 終了となります。  

対応例③ ×→(中止 ) ×→(中止 ) ○→(実施 ) 
１日目のスケジュールのみ

で Fes 終了となります。  

対応例④ ×→(中止 ) ×→(中止 ) ×→(中止 ) Fes 中止となります。  
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  ●基本的な感染対策：【参加者の対策】 

（2 週間前～開催日） 

・平熱を超える発熱が無いこと。 

・咳が出たり、のどの痛みなどが無く、味覚・嗅覚の異常がないこと。  

・倦怠感などの症状がないこと。 

・新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がないこと。 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいないこと。  

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされてい  

る国、地域への渡航または当該在住者との接触がないこと。  

※以上の事項に 1 つでも該当する場合は大会への参加 (会場への参加 )は 

見合わせて下さい。 

チーム選手、スタッフだけではなく帯同審判員にも同様の確認をチームの 

責任下において実行願います。チーム保護者も同様とします。 

 

【会場での対策】 

（試合前） 

・大会参加日毎に施設側に提出する「毛呂山町体育施設利用者名簿」に必要事  

項を記入し、大会本部へ提出して下さい。 (選手・スタッフ・帯同審判員 ) 

・大会会場で定められている対策、対応を順守願います。 

・参加者全員が来場時にはマスクを着用願います。 

・荷物置場やチームごとのテント内では間隔をとり、マスクを必ず着用して、密集を避  

 けて下さい。 

・各チーム消毒液、手洗い用せっけんを持参し、こまめに行って下さい。 

・試合前ウォーミングアップについては、アップスペースにて密集になる場合には人数  

制限をして(先発選手のみなど)行って下さい。 

・試合前のチームミーティングも密集しないように配慮願います。 

・飲食を取るような場合には、ソーシャルディスタンスを確保して、選手同士が向かい 

合っての食事とならぬよう、チーム内での指導の徹底をお願い致します。  
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（試合開始） 

・セレモニー及び握手は行いません。選手チェックが終わり次第ピッチ入場可となり 

 ます。 

・試合前に円陣は組まないで下さい。 

・得点時のハイタッチ、抱擁なども行わないで下さい。 

・ピッチ内につばを吐いたり手鼻をかまないで下さい。 

・口に含んだ水をピッチ内に吐かないで下さい。 

・飲料ボトルの共有はしないようにして下さい。(各個人のボトルを用意すること) 

・ビブス、タオルを共有しないで下さい。 

・ベンチ入り選手、スタッフはマスクを着用して下さい。控え選手がアップをする際の 

 マスクは自己判断とします。 

・怪我人が出た場合は必ずチームスタッフが対応願います。 

・試合終了時のセレモニー及び相手ベンチへの挨拶は行いません。 

 

（応援される保護者の皆さま） 

・応援スペースでのマスク着用を徹底願います。ご協力頂けない場合は観戦不可と 

 させて頂きます。 

・適切な距離を確保して応援願います。(ピッチとの距離、応援者同士の距離等 ) 

・大きな声を出しての応援は控えて下さい。 

 

（試合終了後） 

・大会参加選手やチームスタッフ、チーム保護者の中で参加後に陽性者もしくは、感  

 染が疑われる方が出た場合は速やかに大会事務局に報告願います。 

 

（その他） 

・会場で出たごみは必ず、当該本人が持ち帰るようご協力願います。 

※マスクを捨てて行く事等がないように注意する 

・忘れ物には、今まで以上に気を付けて下さい。 
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●そ の 他： ①飲料水・お湯などは各チームでご用意下さい。会場内の水道水の飲水は可能  

です。 

②雨天・降雪・低温・強風等の気象条件から、選手が【低体温症】に陥る事もあ

りますので、各チームにて「日本サッカー協会資料」等より、予防や応急処置等

に対するご準備をお願い致します。 

         ③駐車場を含む全会場内、及び車での移動中に関する事故やケガ、盗難等の事  

           故が発生した場合、当クラブでは一切責任を負いません。  

④クラブスタッフ・保護者の方で喫煙する際には、必ず喫煙エリアをご利用下さ  

  い。 

         ⑤大会期間中、グランド内で急病あるいは負傷した場合、最低限度の応急処置  

           は致しますが、その後の責任は一切負いませんので、ご注意下さい。  

         ⑥各チームから出たゴミは、各チームで必ずお持ち帰り願います。  

             ⑦本大会実施要項に規定されていない事項については、主催者・主管者及び大  

              会事務局において協議の上、決定致します。  

※新型コロナウィルス感染症関連の事項が発生した場合も同様となります。  

 

●連 絡 先：Futebol Clube do PARCEIRO Jr.  代表【内田   慎 (UCHIDA Makoto)】 

〒350-0465 

埼玉県入間郡毛呂山町岩井西 1-20-12 

                   TEL/FAX：049-295-9180   MOBILE：090-1609-1149 

                   Mail：fc_parceiro2005_uchida@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※何かご不明な点やお問い合わせ事項があれば、上記連絡先までご遠慮なくご連絡願います。  

 

MEMO 

mailto:fc_parceiro2005_uchida@yahoo.co.jp
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☆駐車場のご案内  (お願いとご注意) ☆ 

参加チームのスタッフ及び、保護者の皆様におかれましては、「毛呂山町総合公園グ

ランド」へご来場する際は、下記の駐車場 (A～B)をご利用願います。 

また、大会期間中、グランド横駐車場は、ご利用なれませんので、駐車しないよう、お

願い申し上げます。ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。  

 

尚、選手の送迎や各チームの備品の荷下ろし等で、グランド横駐車場をご利用頂けま

すが、所用が済み次第、下記に指定させて頂いた駐車場へのご移動をお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。  

 

 

大会関係者駐車場及び 

参加ﾁｰﾑ選手送迎場所・荷下ろし場所  

 
※参加ﾁｰﾑ車両の駐車はご遠慮願います。  

 

参加チーム  

駐車場 A 

参加チーム  

駐車場 B 

大会会場 

(グランド A・B) 

立ち入り禁止区域 

(個人の私有地につき、立ち入らないで下さい) 
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