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2022 年 4 月 18 日 

公益社団法人千葉県サッカー協会 

 

第 27回千葉県サッカー選手権大会 

運営および観戦に関するお知らせ 

 

 

2022 年 4 月 24 日（日）に開催いたします「第 27 回千葉県サッカー選手権大会準決勝」の運営について、下

記のとおりお知らせいたします。ご来場いただく際は、事前にご確認いただき、新型コロナウイルス感染拡大防

止にご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

1 大会名称 

第 27 回千葉県サッカー選手権大会 兼 天皇杯 JFA 第 102 回全日本サッカー選手権大会 千葉県予選 

 

2 期日・対戦 

2022 年 4 月 24 日（日） 

回戦 キックオフ時刻 ベンチ左側  ベンチ右側 

準決勝 第一試合 10:30 順天堂大学蹴球部 vs VONDS 市原 FC 

 第二試合 13:30 城西国際大学体育会サッカー部 vs ブリオベッカ浦安 

※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。 

※「9:30」開場となります（第一試合キックオフの 60分前）。 

 

3 会場 

第一カッターフィールド（秋津サッカー場）（習志野市秋津 3-7-3） 

※会場までのアクセスは「17.会場アクセス」をご参照ください。 

 

4 入場料 

無料 

 

  

https://www.city.narashino.lg.jp/shisetu/sports/akitu_soccer.html
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5 ご来場をご希望の皆様へ 

（1） 以下に該当する場合、無理をせず、自主的にご来場を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などがあるとして、公的機関より行動制限の要請を受けている場合。 

（2） 以下に該当する場合はご来場いただくことはできません。なお、療養解除となった方については、ご来

場をいただいて差し支えありません。ただし、療養解除後も体調がすぐれない場合（発熱、咳、味覚嗅

覚の異常など）は、ご来場をお控えください。 

・COVID-19 陽性判定を受け、入院または自宅や指定された施設などにおいて療養されている方、ある

いは医師に自宅待機指示を受けている方。 

・COVID-19 陽性者との濃厚接触者として、保健所などから健康観察や外出の自粛を要請されている方。 

・政府から入国後の観察期間を必要とされている方。 

（3） 入場ゲートにて体温を測定し、「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、ご入場をお断りいたします。その際、会場までの交通費等の払い戻

しの対応は致しません。あらかじめご了承ください。 

（4） 会場では、必ずマスクを着用してください。 

・不織布製など、ウイルスの捕集効果の高いものを推奨いたします。 

・熱中症対策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。 

・会場でのマスクの配布はございませんので、各自でご準備ください。 

（5） 会場では、社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を確保し、握手、抱擁はお控えください。 

※入退場時、トイレの列など。 

（6） 手洗い、手指消毒をこまめに行うようにしてください（手指衛生の励行）。 

※会場では、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） 会場の外でも、社会的距離（できるだけ 2m、 最低 1ｍ）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。 

（8） 握手、抱擁、ハイタッチ、肩組みなどの行為は行わないでください。 

（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） 当日は、入場ゲートで事前登録内容の確認や検温作業により、通常より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。 

（12） ご観戦にあたっては、後述「6.ご観戦について」をご一読のうえ、事前の観戦申込みをお願いいたしま

す。 
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6 ご観戦について 

・ 来場者の中で COVID-19 感染者が発生した場合に、感染拡大防止の観点から、来場者を特定し、必要と認

められた方へご連絡することを目的に、ご来場を予定されているすべてのお客様の情報のご登録にご協力を

お願いいたします。 

・ 以下の方法にて、必ずご登録いただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。 

また、入場ゲートで事前申込み内容の確認や検温作業により、通常より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。 

・ 観客席はメインスタンドのみとなります。事前のご登録人数が施設収容上限人数に達した場合は、受付を終

了し、ご観戦・ご入場をお断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。 

・ 施設より当日の来場者の名簿を提出することが義務付けられております。つきましては、収集した情報のう

ち「氏名と携帯電話番号」を当協会で名簿一覧にし、施設に提出をいたしますのであらかじめご了承くださ

い（施設の保管期間は 1 か月間）。 

 

6.1 ご登録方法 

 Googleフォームによるご登録 

・以下 URL または QR コードより Web フォームによるご登録となります。 

https://forms.gle/iiKoM2Az4StPfvvy8 

 

・Web フォームは Google 社が提供している Google フォームを使用し、お申込みいただきます。 

・Web 上で必要事項をご入力のうえ、「送信ボタン」をクリックすることで申込みが完了いたします。 

・申込後、ご入力いただいたメールアドレス宛てに、Google の自動返信メールアドレス（forms-receipts-

noreply@google.com）より、ご入力いただいた回答の内容が送信されます。 

・Google の自動返信メールは、迷惑メールフォルダに振り分けられる場合もございます。 

・申込後、受信フォルダ・迷惑メールフォルダをご確認いただいても受信できていない場合は、メールア

ドレスの入力ミス等により、お申込みが完了していない可能性がございます。 

・その際は、お手数ですが、再度、上記 URL または QR コードより、お申込みをお願いいたします。 

・上記 URL・QR コードは、試合日当日はご登録いただけませんのでご注意ください。 

 

6.2 ご提供いただく内容 

（1）氏名（2）フリガナ（3）年齢（4）携帯電話番号（5）メールアドレス 

※施設へ来場者情報を提供する際は、「氏名・携帯電話番号のみ」を提出いたします。 

 

6.3 ご登録受付期間 

2022年 4月 18日（月）~ 4月 23日（土） 

https://forms.gle/iiKoM2Az4StPfvvy8
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6.4 注意事項 

・複数人でご観戦いただく場合も、来場者把握のため、お一人ずつお申込みください。 

・未成年者や小さなお子様の情報をご入力いただく際の、携帯電話番号・メールアドレスは保護者様の連

絡先をご登録ください。 

・ご登録いただいた個人情報については、当協会は試合終了後 2 週間保管することとし、期間経過後、シ

ュレッダー処分およびデータ廃棄をいたします。なお、施設へ提出する名簿については、施設が定める

保管期間である 1 か月間保管することとし、期間経過後、シュレッダー処分をいたします。 

 

7 座席図 

 

 

8 使用スタンド 

メインスタンドのみ 
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9 入場ゲート 

メインスタンド中央ゲート 

 

10 入退場・ご観戦について 

10.1 事前のご登録情報の確認方法について 

（1） Google から受信した自動返信メールを提示できるよう、お手元にスマートフォン等をご用意くださ

い。 

（2） 入場ゲート係員に、お名前と自動返信メールの回答画面をご提示ください。 

（3） 係員の確認が済み次第、体温の測定を行い、問題がなければ、手指消毒を行ったうえで、ご入場いた

だけます。 

（4） ご入場後は、応援されるチーム側の指定エリア内にご着席のうえ、ご観戦ください。 

 

10.2 入場後のご観戦について 

・全席自由席となります。ただし、観客席中央は関係者席となりますので、ご着席はご遠慮ください。 

・座席のご移動による感染拡大リスクを軽減するため、着席後のご移動はできる限りお控えください。 

・応援スタイルについては後述の内容をご確認ください。 

・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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10.3 再入場について 

・再入場は可能です。再入場をご希望の場合は、入場ゲートにて係員にお声がけください 

・再入場をいただく際は、再度、検温をすることがございますので、あらかじめご了承ください。 

 

10.4 退場について 

・密にならないようご配慮のうえ、退場ください。 

 

11 応援スタイル 

 COVID-19 感染拡大防止のため、「飛沫感染」、「接触感染」につながる行為もしくはそのリスクがある行為は

お控えください。 

 

容認される行為 

･ ビッグフラッグを除く横断幕掲出（指定エリア内のみ。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 

･ タオルマフラー・ゲートフラッグなどを掲げる 

･ 大旗を除くフラッグを振る行為 

※大旗の使用については、安全上の理由から本施設での使用は禁止とさせていただきます。 

※フラッグを振る際は、周囲のお客様の安全や観戦の妨げにならないようご使用ください。なお、周囲への

妨げになると判断した場合は、スタッフからフラッグの使用をご遠慮いただくようお声掛けをさせていた

だきます。 

【大旗】L フラッグ（縦 1,015mm×横 1,575mm）より大きなサイズ 

･ タオルマフラーを振る、もしくは回す 

 

禁止される行為 

･ 声を出す応援（指笛、チャント、ブーイング等） 

･ 太鼓を含む楽器類（鳴り物はすべて使用禁止）、トラメガを含むメガホンの使用、会場備品をたたく行為 

※太鼓を含めた鳴り物の使用禁止については施設からの要請です。近隣住民への配慮のためとなりますの

で、ご理解とご協力をお願いいたします。 

･ 録音した応援や鳴り物の音声を流す行為 

･ 人と接触する応援（ハイタッチ・肩組み・握手・抱擁など） 

･ 「密」を作る応援（お客様がいる席でのビッグフラッグ） 

･ 大旗を含むビッグフラッグの掲出 

･ 大旗の使用 
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12 横断幕掲出について 

12.1 掲出可能エリア 

･ 横断幕の掲出可能エリアは、原則「ゴール裏指定エリアのみ」です。ただし、掲出しきれない場合は、バッ

ク側への掲出も可といたします。当日係員がご案内いたします。 

･ メインスタンドへの掲出ならびに指定場所以外へは、掲出は禁止となります。 

･ のぼりを掲出可能エリアへ掲出することやメインスタンドへ設置することは禁止といたします。 

 

 

12.2 掲出方法 

･ 掲出の際は、必ずチーム運営担当者を通じて掲出をお願いいたします。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です。ひもを使用して掲出してください。 

･ メインスタンドは全面掲出禁止といたします。 

･ 指定エリア以外は、掲出禁止です。 

･ 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。 
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12.3 横断幕の事前搬入について 

横断幕の事前搬入をご希望の場合は、以下指定時間・場所に集合し、チーム運営担当者と同行のうえ、係員

の指示に従い、掲出してください。 

 

集合場所（第一試合・第二試合共通） 

駐車場側鉄扉前（下図参照） 

 

集合時間 

第一試合「9:30」／第二試合「第一試合終了 5 分前目安」 

 

掲出可能時間 

第一試合「9:30~10:15」／第二試合「第一試合終了後~13:15（予定）」 

※第一試合が延長戦または PK 戦に突入した場合、第二試合目の時間はこの限りではございません。 

 

 

13 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。各自、ご来場前に飲料等をご購入

のうえ、ご来場ください。 
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14 メディアの皆様へ 

･ 取材については、事前申請制となります。 

･ 当協会ウェブサイト掲載の取材要項をご一読のうえ、期日までに取材申請をお願いいたします。 

 

15 スカウティング希望の皆様へ 

15.1 申請方法・申請人数について 

･ 当協会ウェブサイト掲載の、スカウティング申請書に必要事項をご入力のうえ、各回戦、以下の期日までに

指定宛先までメールにて申請してください。 

･ スカウティング申請は、「1クラブ 2名まで」といたします。 

･ 映像撮影に関するルール等については、取材要項に準じますので、あらかじめご了承ください。 

 

15.2 申請締切日 

回戦 試合日 申請締切日 

準決勝 2022 年 4 月 24 日（日） 2022 年 4 月 20 日（水）17:00 必着 

決勝戦 2022 年 5 月 07 日（土） 2022 年 5 月 04 日（水）17:00 必着 

 

15.3 申請締切日 

公益社団法人千葉県サッカー協会 宛 メールアドレス：info@chiba-fa.gr.jp 

 

15.4 スカウティング申請書・健康チェックシートについて 

スカウティング申請書はこちらからダウンロードしてください。 

健康チェックシートはこちらからダウンロードしてください。 

 

15.5 申請後の流れ（申請の可否について） 

（1） 当協会にて受信確認後、内容を確認のうえ、申請の可否をメールにてご返信いたします。 

（2） 許可をする場合は、メール送信の際に、当協会承認印を押印した申請書の PDF データを添付のうえ、

送信いたします。 

（3） 当日は、以下の資料を整え、競技場正面入口に設置している受付までお越しください。 

1） 承認印が押印されたスカウティング申請書（印刷した紙またはスマホ等での提示も可） 

2） 名刺 

3） 健康チェックシート 

※身分が確認できない場合は、お断りすることがございます。 

※健康チェックシートをご提出いただけない場合は、ご入場をお断りいたします。 

（4） 確認後、申請内容に応じた AD またはビブスをお渡しいたします。 

（5） 係員の指示に従い、ご対応のほどお願い申し上げます。 

※スカウティング映像撮影場所は、観客席中央の関係者席内撮影エリアのみ（予定）です。 

https://chiba-fa.gr.jp/07category1/category1champ2021-media.pdf
https://chiba-fa.gr.jp/07category1/category1champ2021-media.pdf
mailto:info@chiba-fa.gr.jp
https://chiba-fa.gr.jp/07category1/category1champ2021-scouting.docx
https://chiba-fa.gr.jp/07category1/category1champ2021-mediachecksheet.xlsx
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16 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（盲導犬、聴導犬を除く）。 

･ 会場内ならびに会場がある秋津総合運動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。 

 

17 会場アクセス 

JR津田沼駅・京成津田沼駅からのアクセス 

JR 総武線「津田沼駅」より京成バス新習志野駅行き（第七中学校経由）にて「秋津運動公園入口」下車、徒歩 7 分 

京成線「京成津田沼駅」よりハッピーバス海浜公園行きにて「秋津運動公園入口」下車、徒歩 7 分 

 

JR新習志野駅からのアクセス 

JR 京葉線「新習志野駅」より京成バス津田沼駅行き（第七中学校経由）にて「秋津運動公園入口」下車、徒歩 7 分 

JR 京葉線「新習志野駅」よりハッピーバス京成津田沼駅行きにて「秋津運動公園入口」下車、徒歩 7 分 

JR 京葉線「新習志野駅」より徒歩 12 分 

 

駐車場に関して 

・ 施設の駐車場は、同日開催される野球利用者も駐車するため、駐車できる保証はございません。 

また、施設駐車場は数に限りがございますので、公共交通機関のご利用、または周辺の有料駐車場をご利用

のうえご来場ください。 

・ 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。 

 

18 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 


