2020 年 11 月 16 日

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 2020 決勝ラウンド
運営に関するお知らせ
公益社団法人千葉県サッカー協会

2020 年 11 月 19 日（木）より開催いたします「全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 2020 決勝ラウンド」
の運営について、下記のとおりお知らせいたします。

記
1

大会名称
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 2020 決勝ラウンド
※大会の詳細は、JFA ウェブサイトよりご確認ください。
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期日・対戦
期日

KO 時刻

11 月 19 日（木）

第一試合

10:45

FC TIAMO 枚方

vs

北海道十勝スカイアース

第二試合

13:30

FC 刈谷

vs

栃木シティ FC

第一試合

10:45

FC TIAMO 枚方

vs

FC 刈谷

第二試合

13:30

北海道十勝スカイアース

vs

栃木シティ FC

第一試合

10:45

FC TIAMO 枚方

vs

栃木シティ FC

第二試合

13:30

北海道十勝スカイアース

vs

FC 刈谷

11 月 21 日（土）
11 月 23 日（月）

ベンチ左側

ベンチ右側

※ベンチはメインスタンドからピッチに向かっての位置となります。
3

会場
ゼットエーオリプリスタジアム（市原市岩崎 536／TEL：0436-21-4441）
※会場までのアクセスは「14 会場アクセス」をご参照ください。

4

入場料
無料
※COVID-19 感染拡大防止の観点から、入場制限を実施いたします。
※各日、各チームサポーター先着 500 名とし、制限人数に達し次第、入場をお断りいたします。
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5

ご来場時における注意事項

（1） 無理なご来場は、勇気をもって見合わせてください。
･ 体調がすぐれない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症状がある場合）
･ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
･ 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、地域等への渡航また
は当該在住者との濃厚接触がある場合
（2） 入場ゲートで体温を測定し、「37.5 度以上の場合」、または、「37.5 度未満でも症状がある場合や平熱よ
りも高いことが明らかな場合」は、入場できません。あらかじめご了承ください。
（3） スタジアムではマスクを着用してください。熱中症対策等でマスクを外す場合は、屋外で人と十分な距
離（できるだけ 2m、最低 1m）の確保、咳エチケットに十分ご配慮ください。
（4） スタジアムでのマスクの配布はございません。各自でご準備ください。
（5） スタジアムでは、社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を確保するようにしてください。
（6） 手洗い、手指消毒をこまめに行うようにしてください。
※スタジアムでは、トイレや洗面所にペーパータオルのご用意はございません。
各自、多めにハンカチやタオルをご準備ください。
（7） 観戦時は、座席から移動することを禁止いたします。
（8） スタジアムの外でも、社会的距離を確保することはもとより、大声での発声、歌唱や声援、密集等の感
染リスクのある行動を回避してください。
（9） 唾、痰吐き、うがい等は、飛沫が感染の原因となるため、絶対におやめください。
（10） アルコール飲料の持ち込みは禁止とさせていただきます。
（11） 当日、ご来場いただく方には全員、健康チェックシートのご提出と体温測定を実施いたします。
（12） 健康チェックシートについては、以下よりダウンロードし印刷後、必要事項をご記入の上、当日ご持参
ください。事前にご用意いただけますと、当日の確認やご入場がスムーズとなります。
健康チェックシートはこちら ▶▶▶ Excel 版／PDF 版
（13） 健康チェックシートをご持参いただいていない場合は、当日、ご記入いただきます。その際は、ご入場
までにお時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※健康チェックシートについては、試合日ごとに必要となります。
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6

観戦について
･ COVID-19 感染対策のため、当日は、応援するチームにより観戦エリアを以下のとおり指定いたします。
【第一試合ベンチ左側チーム】A 観客席（バックスタンド左側）
【第一試合ベンチ右側チーム】B 観客席（バックスタンド右側）
【第二試合ベンチ左側チーム】C 観客席（メインスタンド左側）
【第二試合ベンチ右側チーム】D 観客席（メインスタンド右側）
期日

試合

ベンチ左側

ベンチ右側

11 月 19 日（木） 第一試合

枚方（A 観客席／バック左）

vs

北海道（B 観客席／バック右）

第二試合

刈谷（C 観客席／メイン左）

vs

栃木 C（D 観客席／メイン右）

11 月 21 日（土） 第一試合

枚方（A 観客席／バック左）

vs

刈谷（B 観客席／バック右）

北海道（C 観客席／メイン左）

vs

栃木 C（D 観客席／メイン右）

枚方（A 観客席／バック左）

vs

栃木 C（B 観客席／バック右）

北海道（C 観客席／メイン左）

vs

刈谷（D 観客席／メイン右）

第二試合
11 月 23 日（月） 第一試合
第二試合

※席割は下図をご参照ください。
･ 健康チェックシートをご提出いただく際に、体温の測定ならびに応援するチームを確認いたします。
確認が済みましたら、目印として「リストバンド」をお渡しいたしますので、ご自身でリストバンドを装
着した上で、入場ゲートまでお越しください。
･ 入場ゲートにて、係員によるリストバンド装着の確認をし、確認が済んだ方からご入場いただきます。
･ 入場後は、上記指定エリアにご着席の上、ご観戦ください。指定されたエリア以外へ移動し観戦すること
は禁止です。
･ 指定観戦エリアについては、日毎で異なるため、下図をご参照ください。
･ 第一試合終了後、第一試合をご観戦いただいた方は、全員、会場よりご退場いただきます。第二試合も観
戦を希望される場合は、第二試合用のリストバンドを、引換所で受け取り、再度、メインスタンドよりご
入場をお願いいたします。その際、第一試合目のリストバンドは外さず、装着したまま引換所までお越し
ください。
･ 入場口は一か所といたしますが、退場時は以下のとおりご協力をお願いいたします。
【メインスタンド側観戦時】入場ゲートより退場
【バックスタンド側観戦時】バックスタンド側退場専用ゲートより退場（係員が誘導いたします）
･ 主催者により取材許可を受けた方以外の写真・動画撮影は、個人的に楽しむ目的で行うもの以外、一切で
きません。撮影した写真・デジタルデータを含む映像を営利目的で使用することは、固く禁止されており
ます。
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入場時間・リストバンド引替時間
･ 第一試合と第二試合の入場時間およびリストバンド引替時間は、それぞれ以下のとおりといたします。
･ 時間前のご入場はできませんのでご注意ください。
＜入場時間＞
【第一試合 入場時間】 9:30～（第一試合の入場可能時間は後半キックオフ 20 分後まで）
【第二試合 入場時間】12:15～
※各々キックオフ時刻の 1 時間 15 分前から入場可能。

＜リストバンド引替時間＞
【第一試合 リストバンド引替時間】 9:15 ごろ～（引き換えは後半キックオフ 20 分後まで）
【第二試合 リストバンド引替時間】11:00 ごろ～
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入場ゲート他
【入場ゲート】
B ゲート（メインスタンド側）

【健康チェックシート提出場所・検温所・リストバンド引換所】
下図★印参照

9

応援スタイルについて

（1） 容認される行為は以下のとおりです。
･ ビッグフラッグを除く横断幕掲出（掲出の際に密にならないよう十分ご配慮ください。）
･ 拍手・手拍子
･ 太鼓の使用
･ タオルマフラー・ゲートフラッグなどを掲げる
（2） 禁止される行為は以下のとおりです。
･ 応援を扇動する
･ 歌を歌うなど声を出す応援（指笛、チャント、ブーイング等）
･ 太鼓を除く楽器類、トラメガを含むメガホンの使用
･ ハイタッチ・肩組み・握手・抱擁など
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･ ビッグフラッグの掲出
･ 大旗を含むフラッグを振る
･ タオルマフラーを振る、もしくは回す
･ 会場に出入りするチームの入り待ち・出待ち
10 横断幕掲出について
（1） 掲出可能エリア
･ 横断幕の掲出可能エリアは、「ゴール裏指定エリアのみ」となります。当日係員がご案内いたします。
･ 指定場所以外は、掲出不可となります。
（2） 掲出方法
･ 掲出方法は、当日、係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。
･ ガムテープ類を使用しての掲出は禁止となります。ひも又は養生テープを使用して掲出してください。
･ メインスタンドおよびバックスタンドは全面掲出不可となります。
･ 指定エリア以外は、掲出不可となります。
･ スポンサー名の入っている横断幕等（応援フラッグやゲートフラッグ等も含む）の掲出はできません。
･ 誹謗中傷や主催・主管者として好ましくないものと判断した場合、横断幕の掲出はお断りし、撤去させて
いただきます。
･ 横断幕や太鼓など、応援で使用するもの以外のお荷物は搬入できません。
･ 掲出の際に密にならないよう十分ご配慮ください。
（3） 横断幕搬入について
横断幕の搬入をご希望の場合は、以下指定時間・場所に集合し、係員の指示に従い、掲出してください。
【第一試合チーム】集合場所：B ゲート（メインスタンド側大階段左）階段下付近
集合時間：「9:25」
【第二試合チーム】集合場所：両ゴール裏芝生席通路付近
集合時間：「第一試合終了 5 分前目安」
※集合の際、芝生席の中には入らないようお願いいたします。
11 飲食売店の出店について
本大会では、COVID-19 感染対策を鑑み、飲食売店の出店はいたしません。
12 施設の使用について
･ ゴミは、各自でお持ち帰りください。COVID-19 感染対策のため、ゴミ箱の設置は致しません。
･ 動物を連れてのご入場はできません。
･ 市原市条例により、公園内は全面禁煙となります。喫煙所の設置は致しません。

-6-

13 メディアの皆様へ
･ 取材については、一般財団法人全国社会人サッカー連盟への事前申請をお願いいたします。
･ 取材申請ならびに取材に関するお問い合わせは、同連盟までお問い合わせください。当協会にお問い合わせ
いただいても回答ができかねます。
･ メディアの皆様におかれましては、事前に、同連盟が指定する健康チェックシートに必要事項をご記入の上、
当日、受付にてご提出ください。また、受付では体温測定を実施いたしますので、ご協力をお願いいたしま
す。
※健康チェックシートについては、試合日ごとに必要です。
14 会場アクセス
◼

徒歩の場合
JR 内房線「五井駅」西口より徒歩約 30 分。

◼

路線バスの場合
JR 内房線「五井駅」西口より、小湊鐵道バス「姉ケ崎駅西口行き（アピタ前経由）」
「吹上通り角」下車 徒歩約 15 分
※運賃：大人 100 円／小児 50 円
※バス時刻表・運賃等については、小湊バスオフィシャルウェブサイトよりご確認ください。

◼

タクシーの場合
JR 内房線「五井駅」西口より約 15 分

◼

駐車場に関して
サッカー観戦でご来場の方の駐車場は、「A 駐車場」をご利用ください。なお、A 駐車場が満車となった
場合のみ、県駐車場を開放予定です。それ以外の駐車場は、他施設をご利用になる方の駐車スペースとな
るため、ご利用はご遠慮ください。駐車位置については、下図をご確認ください。
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◼

駐車場に関する注意事項
･ 公園内は、A 駐車場側からの一方通行です。東京方面からのご入場はできませんのでご注意ください。
･ 駐車場内の走行ならびに出入口での入退場については、十分にご注意ください。
･ 駐車場内での事故や盗難等に関して、一切の責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。
･ 駐車場内は、譲り合いの精神で安全に走行してください。
･ 試合当日、特に試合終了後は、スタジアム周辺の道路が大変混雑する場合がございます。また、駐車場か
らの出庫にはお時間がかかる場合もございますので、お時間にゆとりを持ってご利用ください。また、で
きる限り、公共交通機関のご利用にご協力の程お願いいたします。
･ 周辺商業施設駐車場への迷惑駐車や近隣道路への路上駐車は固くお断りいたします。

15 お問い合わせ先
公益社団法人千葉県サッカー協会

TEL：043-310-4888（平日 10:00～17:00）

以上
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