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2021 年 10 月 28 日 

公益社団法人千葉県サッカー協会 

 

第 100回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会 準決勝・決勝戦 

チケット販売等のお知らせ 

 

 

第 100 回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会 準決勝ならびに決勝戦のチケットを下記概要にて販売いた

しますのでお知らせいたします。 

本試合は、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、スタジアム最大収容人数を上限 5,000 名に制限した試合

運用といたします。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、座席間隔を保ち、入場者数を制限した試合開

催となるため、販売できる座席数が非常に少なくなっております。一般販売は「3,000枚」の販売とさせていた

だきます。 

 お客様におかれましては、今般の状況をご賢察のうえ、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

1 大会概要 

大会名称 第 100 回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会 

主 催  公益社団法人千葉県サッカー協会、千葉県高等学校体育連盟、千葉テレビ放送 

主 管  千葉県高等学校体育連盟サッカー専門部 

後 援 千葉県教育委員会、公益財団法人千葉県スポーツ協会、読売新聞社、柏市教育委員会、 

 佐倉市教育委員会、東金市教育委員会 

日 時 【準決勝】2021 年 11 月 7 日（日） 第一試合 10:30 キックオフ（9:00 開場予定） 

                      第二試合 13:30 キックオフ 

 【決勝戦】2021 年 11 月 14 日（日）13:10 キックオフ（11:30 開場予定） 

会 場 千葉県立柏の葉公園総合競技場（柏市柏の葉 4-1） 

※施設駐車場（有料）は数に限りがございます。また、大変混雑いたしますのでできる限り、

公共交通機関をご利用ください。 

※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。 

 

2 対戦 

こちらよりご確認ください。 

※組合せ表の上側または左側に位置するチームがメインスタンドからピッチに向かってベンチ左側、下側または右側に

位置するチームがベンチ右側になります。 

※決勝戦は、メインスタンドからピッチに向かってベンチ左側が「流通経済大学付属柏高等学校」、ベンチ右側が「船橋

市立船橋高等学校」となります。 

  

https://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/index.html
https://www.goalnote.net/detail-standings-tournament.php?tid=12820
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3 座席図・価格（準決勝・決勝戦共通） 

JFA 新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインはこちら 

 

・万が一、お客様の中から新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応を鑑み、スタジアム内の全席

種を指定席として販売いたします。 

・万が一、お客様の中から新型コロナウイルスの観戦が確認された場合の対応を鑑み、お客様に氏名・電話

番号等をご登録いただいたうえでご購入いただく販売経路でチケット販売をいたします。なお、下記のと

おり、会場での当日券販売は実施いたしませんのでご注意ください。 

・ソーシャルディスタンス（社会的距離）の確保のため、すべての席種において、前後左右 1 席ずつの間隔

を空けて（市松模様）販売いたします。間隔を空けての配席となりますので、お連れ様とお席が離れる可

能性がございます。あらかじめご了承ください。 

・新型コロナウイルスの感染または新型コロナウイルス感染者との濃厚接触のおそれがある場合、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から、チケットをご購入の際にご登録いただきました個人情報を、保健所

等の第三者機関に、必要な範囲で提供する場合がございます。 

・一般販売は、お一人様 6 枚までの販売とさせていただきます。 

・ご予約後の内容変更、発券後のキャンセルはいかなる場合でもできません。 

・チケット購入時の座席選択は、「全席座席選択」が可能です。なお「座席選択をせず」お買い求めいただく

場合は「自動配席」となります。自動配席はオンラインチケットシステムにより、予約時点の前列から配

席をいたします。ご購入手続き時の決済前の画面にて、購入する座席番号が表示されますので、座席番号

をご確認のうえご購入下さい。 

・残席数によっては、チケットを連番でご購入できない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

・コンピューターメンテナンスの際には、一部チケットの引取･購入ができない場合があります。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況、政府指針や自治体の判断、社会情勢により、今後、運用が変更と

なる場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 

https://jfa.jp/about_jfa/guideline.html
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席種（準決勝・決勝戦共通） 前売り 当日 

■ メインスタンド 一般 ¥1,200 ¥1,800 

 全席指定席 中学・高校生 ¥500 ¥800 

  小学生 ¥300 ¥500 

※準決勝・決勝戦ともに有料入場となります。 

※上記チケット金額には消費税が含まれます。 

※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。 

※会場での当日券販売はございません。 

※再入場はできません。 

※座席を必要とする場合を除き、大人の有料入場者 1 名につき、小学生未満の幼児 1 名は無料です（お

連れ様の膝の上でのご観戦）。お子様が座席をご利用になられる場合は、チケットをご購入ください。 

※日本サッカー後援会会員、千葉県サッカー協会登録の監督（全種別対象）、千葉県サッカー協会登録

の 2種選手の無料入場については実施いたしません。チケットをご購入のうえ、ご観戦ください。 

※全席指定席となります。 

※車椅子席およびお身体の不自由な方（付添の方含む）の料金設定はございません。 

上記チケット料金でのご購入をお願いいたします。車椅子席の詳細は後述の内容をご参照ください。 

※中学生・高校生はご入場の際、学生証のご提示をお願いする場合がございます。学生証は必ず携帯し

てください。 

※バックスタンドは出場校部員・保護者席となります。一般の方のご入場・ご観戦はできません。 

※メインスタンドとバックスタンドの往来はできません。 

※前売り券は、CN プレイガイドにて試合日前日の 23:59 まで販売しております。なお、前売券の残券

がある場合に限り、後述の時間まで、CN プレイガイドにて当日券をご購入いただけます。 
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4 チケット発売日 

【準決勝】2021年 11月 1日（月）12:00より販売開始 

【決勝戦】2021年 11月 8日（月）12:00より販売開始 
※チケットの販売終了時刻は、準決勝が試合日当日の 13:30 まで、決勝戦が試合日当日の 13:10 までの販売

となります。 

 

5 チケット販売方法 

CNプレイガイド 

インターネット https://www.cnplayguide.com/c2soccer/（パソコン・モバイル共通） 

 

店頭販売 ファミリーマート（店内 Fami ポートより各日 6:00~翌 1:30 購入可能、発売初日は 12:00~。） 

  

電話予約 0570-08-9999（平日 11:00~15:00、土日祝 10:00~15:00、発売初日は 12:00~、オペレーター対応） 

 

お問い合わせ先 0570-08-9999（平日 11:00~15:00、土日祝 10:00~15:00、オペレーター対応） 

 

※インターネット、電話予約の際は、発券手数料 110 円／1 枚およびシステム利用料 220 円／1 枚がかかり

ます。店頭販売の際は、発券手数料 110 円／1 枚がかかります。 

※上記以外にも購入方法により、チケット代金の他にプレイガイドの手数料がかかることがございます。詳

細は、CN プレイガイドウェブサイトにてご確認ください。 

※インターネットでのお申込みには事前のご登録（無料）が必要です。 

※電話予約について、プッシュ回線・トーン信号の出る電話機でのご利用となります（一部の携帯電話・PHS、

一部のケーブルテレビ接続電話・IP 電話はご利用いただけません）。 

※お申込み受付け後（ご予約後）の内容の取り消し、変更は如何なる場合でもできません。 

※お座席によっては、座席とピッチとの間にチームベンチ、フォトグラファー、広告看板、テレビカメラな

どがあるため、ゴールライン際やタッチライン際など、ピッチの一部が見えないことがございます。あら

かじめご了承ください。なお、見えない範囲は座席位置により異なります。 

※チケットの転売・譲渡を目的としたお申込みはできません。営利を目的として転売されたチケットは無効

となり、入場をお断りする場合もございます。転売によりご購入されたチケットのトラブル等については、

一切の責任を負いません。 

※理由の如何にかかわらず、オークションまたはインターネットチケットオークションにかけて転売する、

または転売を試みる行為が判明した場合、そのチケットは無効となります。 

  

https://www.cnplayguide.com/c2soccer/
https://www.cnplayguide.com/mem/usegid.aspx?_ga=2.33501822.1392895041.1634981091-965249230.1634981091
https://www.cnplayguide.com/mem/usegid.aspx?_ga=2.33501822.1392895041.1634981091-965249230.1634981091
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6 車椅子席の販売について 

対象者 車椅子席をご利用のお客様 
  

観戦場所 席種 席数（定員） 備考 駐車場台数 

メインスタンド 3 階車椅子席 10 席 付き添いの方含む 5 台 
   

価格 一般販売価格と同様となります。 
  

申込方法 （1） 別紙申込書（回戦毎）に必要事項をご記入のうえ、次項の宛先へお申し込みください。 

▶▶▶ 準決勝用申込書 

▶▶▶ 決勝戦用申込書 

（2） 事務局にて受理後、受付完了メールを返信させていただきます。 

（3） 試合日当日、競技場正面にある関係者受付までご来場ください。 

（4） 氏名等を確認のうえ、チケットと代金をお引き換えいたします。 

（5） 引換後、車椅子席までご案内いたします。 

※障がい者手帳（身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳）をお持

ちの方は、その写しを併せてお送りください。 

※付き添いの方（原則 1 名様まで）のチケットも同時にお申込みいただけます。 

※ご来場時に障がい者手帳を確認させていただく場合がございます。必ずご持参くだ

さい。 

※同時に駐車場のお申込みも可能です（先着順）。 
  

申込先 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）、FAX：043-222-0355 

E-Mail：info@chiba-fa.gr.jp 
  

受付期間 【準決勝】2021 年 10 月 29 日（金）~ 11 月 4 日（木）15:00 まで 

【決勝戦】2021 年 10 月 29 日（金）~ 11 月 11 日（木）15:00 まで 
  

注意事項 ・車椅子をご使用または歩行困難なお客様を対象に、駐車場（無料・先着順）を提供させて

いただきます。お申込みは上記同様、当協会までお申込みください。 

・車椅子席および駐車場は、試合日当日の申込みは受け付けておりません。必ず、事前にお

申込みください。 

・車椅子席および駐車場については先着順です。定数に達し次第、受け付けを終了させてい

ただきます。その場合、お断りすることもございます。あらかじめご了承ください。 

・駐車位置の指定はできません。あらかじめご了承ください。 

・付き添いの方は、原則 1 名様のみ車椅子席でご観戦いただけます。2 名様以上でご来場さ

れた場合、お近くのお席でご観戦いただく場合もございます。あらかじめご了承ください。 

・駐車証の事前発送はございません。 

・駐車場のご予約をされた方は、試合当日、駐車場入口の係員が、「氏名・車両情報・障がい

者手帳等」の確認をさせていただきます。確認後、駐車場所をご案内いたします。指示に

従い、駐車をお願いいたします。 

 

https://chiba-fa.gr.jp/08category2/nationalhs-aplform-handicap-semifinal.docx
https://chiba-fa.gr.jp/08category2/nationalhs-aplform-handicap-final.docx
mailto:info@chiba-fa.gr.jp
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・ご来場時に障がい者手帳（学生の方は学生証も）を確認させていただく場合がございます

ので、必ずご持参ください。 

・受付けの際に、障がいの程度などを伺うことがございます。あらかじめご了承ください。 

・車椅子席は、車椅子を使用されている方のための座席となります。車椅子を使用していな

い方のご購入・ご利用は固く禁じます。 

・万が一、上記以外の方のご利用を発見した場合は、他の座席へご移動いただく場合もござ

います。 

・駐車場は、障がい等をお持ちの方に提供させていただくものであり、その目的以外の方の

ご利用や譲渡はご遠慮ください。 

・当日、上記目的以外でのご利用を発見した場合は、駐車をお断りさせていただく場合がご

ざいます。あらかじめ、ご了承ください。 

・お申込みの際にご提供いただきましたお客様の個人情報は、本案件のみに使用し、その他

の目的には一切利用いたしません。本大会終了後、速やかにデータ廃棄させていただきま

す。 
  

駐車場 

 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/） 

 

 

https://maps.gsi.go.jp/
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7 ご来場に際しての注意事項・禁止事項等について 

 

・新型コロナウイルス感染防止のため、各種ガイドラインに従い、最大限安全に配慮して試合運営を行いま

すが、感染を完全に防止するものではないことをご理解ください。万が一、会場にて感染、あるいは感染

者が出てしまった場合の責任は負いかねます。 

・以下に該当する場合、無理をせず、勇気をもって、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がある場合 

・外出が制限されているまたはその自粛を要請されている方、および入場ゲートでの体温測定にて体温が

37.5 度以上であることが判明したお客様のご入場はお断りいたします。また、37.5 度未満でも、症状のあ

る方や平熱よりも高いことが明らかな場合もご入場をお断りいたします。この場合、チケット代金および

それにかかる手数料、ならびに会場までの交通費等のご返金には応じかねます。また、お客様のご判断に

より会場へご来場されない場合も同様の対応となります。 

・会場では常時マスクの着用をお願いいたします。ご入場時にマスクを着用されていないお客様につきまし

ては、ご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。なお、会場でのマスク等の配

布はございません。各自でご準備ください。 

・熱中症対策でマスク等を外す場合は、屋外で人と十分な距離（少なくとも 2m 以上）の確保、咳エチケッ

トに十分ご配慮ください。 

・社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を確保し（入退場時、トイレの列など）、咳エチケットにご配慮

ください。 

・手洗い、手指消毒をこまめに行うようにしてください。 

・観戦時は座席から移動することを禁止といたします（間隔を空けずに隣に座る、スタンド前方へ移動して

選手に声をかける等） 

・会場では係員の指示に従い、お連れ様であっても、社会的距離（できるだけ 2m、最低 1m）を確保のうえ、

ご観戦ください。 

・スタジアムの外でも、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。 

・握手、抱擁、ハイタッチ、肩組などの行為は行わないでください。 

・唾、痰吐き等は、飛沫が感染の原因となるため、絶対におやめください。 

・競技場内ならびにその付近は禁煙となります。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

・会場では、観戦ルールや観戦マナーを順守し、係員の指示に従ってください。これらを順守いただけない

場合は、退場していただくことがございます。 

・ご入場ならびにご退場する際は「密」にならないようご注意ください。 

・入場ゲートスタッフは、券面チェックのみ実施いたします。紙チケットはお客様ご自身でもぎっていただ

きますようご協力をお願いいたします。 

・酒類（アルコール飲料）の持ち込みはできません。 

・会場での鳴り物（太鼓・楽器等）の使用は禁止です（出場校も含め）。 
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・メインスタンドへの横断幕等の掲出は禁止です。また、横断幕等は主催者が指定したエリア内に出場校の

み掲出が可能です。 

・着席された席種、座席位置は試合後も必ず確認できるよう、しばらくチケットの保管をお願いいたします。 

・座席の移動はできません。必ず、チケットに記載されている座席でご観戦ください。 

・指定された座席以外に座る事はできません。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況、政府指針や自治体の判断、社会情勢により、今後、運用が変更と

なる場合もございます。あらかじめご了承ください。 

 

8 応援スタイルについて 

新型コロナウイルス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。 

 

（1） 容認される行為について 

容認理由：飛沫感染、接触感染、密を作る恐れがないため 

・横断幕・のぼり・ビッグフラッグ掲出（出場校のみ。掲出の際に密にならないよう十分配慮してください）。 

・拍手、手拍子（メガホン等を叩いての拍手は禁止）。 

・タオルマフラー・ゲートフラッグなどを掲げる（周りのお客様のご迷惑にならないようご注意ください）。 

 

（2） 禁止される行為について 

・鳴り物（太鼓・楽器・応援ハリセン等自席で叩ける鳴り物も含め）の使用禁止 

（禁止理由：飛沫感染につながるため） 

・声を出す応援（禁止理由：飛沫感染につながるため）。 

［例］指笛・チャント・ブーイング。 

［例］トラメガ、メガホン、トランペットなどの道具・楽器を使うことも禁止。 

・人と接触する応援（禁止理由：接触感染につながるため）。 

［例］ハイタッチ・肩組みなど。 

・「密」を作る応援（禁止理由：飛沫感染・接触感染のリスクが高くなるため）。 

［例］お客様がいる席でのビッグフラッグ。 

・大旗を含むフラッグを振る（禁止理由：接触するリスクがあるため、フラッグが飛沫等で汚染され飛散す

るリスクがあるため）。 

・タオルマフラーを振る、もしくは回す（禁止理由：接触するリスクがあり、タオルが飛沫等で汚染され飛

散するリスクがあるため）。 

・観戦時の座席の移動（観戦エリアの変更、間隔を空けずに隣に座る、スタンド前方へ移動して選手に声を

かけるなど）。 

・飲食時のマスクを外しての会話。 
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9 その他・注意事項 

・ 千葉県立柏の葉公園総合競技場へのアクセス等は、施設ウェブサイトよりご確認ください。 

・ 施設駐車場（有料）に関する詳細は、施設（TEL：04-7134-2015）までお問い合わせください。 

・ 駐車場内での事故や盗難等に関して、主催者では一切、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。駐車場からの入出

庫にはお時間がかかる場合もございます。お時間にゆとりをもってご利用ください。また、施設駐車場は数

に限りがございますので、できる限り公共交通機関をご利用のうえご来場いただきますよう、ご協力のほど

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。商業施設の駐車場は、

その施設をご利用のお客様のための駐車場です。 

・ 飲食売店の出店はございません。また、入場後の競技場内に自販機はございません。恐れ入りますが、飲料

等は、ご来場・ご入場前に各自でご準備ください。 

・ 新型コロナウイルス感染症対策としてゴミ箱の設置は致しません。ゴミは各自でお持ち帰りいただきますよ

うご協力のほど、お願い申し上げます。 

 

10 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 

https://www.cue-net.or.jp/kouen/kasiwa/access/index.html

