
東地区長 大村 文彦
２部 Ｂ担当　　 田代　浩樹

(センアーノ神戸)

★グランド当番・審判注意事項★

第１試合のレフリーは最終試合までの審判カードを作成し、試合後担当の審判に回してください。

副審を大人が行う場合は審判服・ワッペン着用。選手が行う場合は審判用ビブスを着用すること。

第１試合のチーム並びにレフリーは会場設営にご協力ください。（原則1時間前）

グランド準備並びにグランド整備は全参加チームで協力願います。

最終試合のチームはグランド整備のご協力をお願い致します。

レフリーは気温などの状況を見てクーリングブレイクを設けてください。　※飲水タイムではありません

最終試合のレフリーは試合結果を地区長とリーグ担当者に速やかに報告して下さい。（大村地区長・田代宛）

★試合・会場注意事項★

試合間隔は基本40分～45分のため試合終了後は速やかなベンチ交代・審判の準備にご協力ください。

神戸市少年サッカーリーグ戦におけるベンチ入り指導者は3名です。

練習試合はリーグ戦の予定時間を考慮し、遅れている場合は時間短縮するなどご協力お願いします。

駐車される場合は全会場で「少年サッカー駐車証」の提示にご協力ください。

★コロナウイルス感染症対策について★

コロナウイルス感染症対策のため、【各チーム指導者・選手の体調チェック（体温など）】

【体調不良の選手は試合に出場させない】【各自こまめな手洗いうがい】のご協力お願い致します。

保護者の皆様もマスク着用・ソーシャルディスタンスを保っての観戦にご協力ください。

また指導者や選手の整列・握手・円陣などもお控えください。細かくは以下を参照ください。

【選手】　※マスク着用する場合は熱中症対策の観点も念頭に置くこと

移動時はマスク着用（状況に応じて外す）　※プレー中などはもちろん外してよい

試合開始時・終了時はセレモニー省略、キャプテンのみ集まりコイントスに参加

サブ選手はマスクを着用しベンチへ（状況に応じてマスクを外す）

用具の共有（ＧＫユニ、グローブ・ビブス）は避ける　　※ＧＫユニはセカンドユニで代用可能（相手と被らない色で上のみで着用可能）

ビブスの代わりにその他のシャツを着用可

【指導者・審判】　※マスク着用する場合は熱中症対策の観点も念頭に置くこと

メンバー表に健康チェック済みを示す欄を各チーム作成してもらい、確認を行う

距離の確保を図ること

試合開始時・終了時はセレモニー省略、キャプテンのみ集まりコイントスを行う

試合後、両チームに勝敗・得点を確認

東地区長　大村(みさき) Ｅｍａｉｌ o-f@amber.plala.or.jp
携帯 ０９０-１２２４-１３４４

２部Bリーグ担当　田代(センアーノ) Ｅｍａｉｌ cemano.tashiro@gmail.com
携帯 070-2352-2998

　　　　　東北地区各団代表者　殿

東北地区２部Ｂ　リーグ日程表 　　
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会場 須磨海浜公園球技場 提供 神戸ＳＳ
キックオフ 部 チーム チーム 審判 Ｇ当番

1 11:40 ２部Ｂ‐Ｂ 神戸ＳＳ　Ｂ － コスモＣ 西灘Ａ

2 12:40 ２部Ｂ‐Ｂ コスモＣ － 西灘Ａ 神戸ＳＳ　Ｂ

3 13:40 ２部Ｂ‐Ｂ 神戸ＳＳ　Ｂ － 西灘Ａ コスモＣ

会場 小野浜球技場　奥側 提供 王子
キックオフ 部 チーム チーム 審判 Ｇ当番

1 13:40 ２部Ｂ‐Ｂ センアーノＥ － 王子Ｂ 神戸ＳＳ　Ｂ

2 14:40 ２部Ｂ‐Ｂ 神戸ＳＳ　Ｂ － センアーノＥ 王子Ｂ

3 15:40 ２部Ｂ‐Ｂ 神戸ＳＳ　Ｂ － 王子Ｂ センアーノＥ

※手前側コートは３部で使用いたします。

会場 港島中学部人工芝Ｇ　Ａ 提供 港島
キックオフ 部 チーム チーム 審判 Ｇ当番

1 13:30 ２部Ｂ‐Ａ コスモＦ － 港島Ａ 王子Ａ
2 14:30 ２部Ｂ‐Ａ コスモＦ － 王子Ａ 港島Ａ
3 15:30 ２部Ｂ‐Ａ 王子Ａ － 港島Ａ コスモＦ

※路上駐車厳禁：近隣のコインパーキングに駐車してください。
　スパイクは人工芝のみOK  中学校のトイレを使用しますがスパイクは禁止です･･･履き替え願います
※グランド内の給水は水飲み可能です。ただし水筒に入れたスポーツドリンクは認めます。
　上記以外の飲み物はグランド内では禁止です。ゴミは必ず持ち帰ってください。

会場 小野浜球技場　奥側 提供 神戸ＳＳ
キックオフ 部 チーム チーム 審判 Ｇ当番

1 13:40 ２部Ｂ‐Ａ コスモＦ － 灘Ａ センアーノＣ

2 14:40 ２部Ｂ‐Ａ コスモＦ － センアーノＣ 灘Ａ

3 15:40 ２部Ｂ‐Ａ センアーノＣ － 灘Ａ コスモＦ

※1面利用となります。

日 時　９月１３日(日)　１３：００～１７：００ 
会場 空港島多目的広場 提供 鶴甲

キックオフ 部 チーム チーム 審　　判 Ｇ当番
1 13:30 ２部Ｂ‐Ａ 鶴甲Ｂ － 港島Ａ アレグラッソＡ
2 14:30 ２部Ｂ‐Ａ アレグラッソＡ － 鶴甲Ｂ 港島Ａ
3 15:30 ２部Ｂ‐Ａ アレグラッソＡ － 港島Ａ 鶴甲Ｂ

空港島グラウンド専用駐車場は、提供チーム以外は使用できません。必ず各チームで徹底してください。
車で来場の方は、神戸空港 ターミナル駐車場を利用願います。

会場 港島中学部人工芝Ｇ　Ａ 提供 港島
キックオフ 部 チーム チーム 審判 Ｇ当番

1 13:20 ２部Ｂ‐Ａ なぎさＢ － 港島Ａ 灘Ａ
2 14:20 ２部Ｂ‐Ａ 灘Ａ － 港島Ａ なぎさＢ
3 15:20 ＴＲＭ なぎさＢ － 灘Ａ 港島Ａ

※路上駐車厳禁：近隣のコインパーキングに駐車してください。
　スパイクは人工芝のみOK  中学校のトイレを使用しますがスパイクは禁止です･･･履き替え願います
※グランド内の給水は水飲み可能です。ただし水筒に入れたスポーツドリンクは認めます。
　上記以外の飲み物はグランド内では禁止です。ゴミは必ず持ち帰ってください。

港島

港島

日 時　９月１２日(土)  １３：００～１７：００

対戦

神戸ＳＳ

鶴甲

日 時　９月２０日(日)   １３：００～１６：００

対戦

対　　戦

日 時　９月５日(土)  １１：００～１７：００

対戦

神戸ＳＳ

日 時　９月６日(日)   １３：００～１６：００

対戦

日 時　９月６日(土)  １３：００～１７：００

対戦

王子



会場 六甲アイランド地域少年（新）グランド 提供 センアーノ
キックオフ 部 チーム チーム 審判 Ｇ当番

1 9:00 ２部Ｂ‐Ａ アレグラッソＡ － センアーノＣ 王子Ａ
2 10:00 ２部Ｂ‐Ａ センアーノＣ － 王子Ａ アレグラッソＡ
3 11:00 ２部Ｂ‐Ａ アレグラッソＡ － 王子Ａ センアーノＣ

※路上駐車厳禁：近隣のコインパーキングに駐車してください。
※第一試合のチームはグランド設営の協力をお願いします。

※最終試合のチームはゴールの片付けやグランド整備の協力をお願いします。

会場 瀬戸公園球技場 提供　 コスモ
キックオフ 部 チーム チーム 審判 Ｇ当番

1 13:20 ２部Ｂ‐Ｂ 平野Ａ － 西灘Ａ コスモＣ
2 14:00 ２部Ｂ‐Ｂ コスモＢ － コスモＣ 西灘Ａ
3 14:40 ２部Ｂ‐Ｂ 西灘Ａ － センアーノＥ コスモＢ
4 15:20 ＴＲＭ コスモＣ － 平野Ａ センアーノＥ
5 16:00 ２部Ｂ‐Ｂ コスモＢ － センアーノＥ 平野Ａ

※第一試合のチームはグランド設営の協力をお願いします。
※最終試合のチームはゴールの片付けやグランド整備の協力をお願いします。

会場 磯上公園　 提供 神戸ＳＳ
キックオフ 部 チーム チーム 審判 Ｇ当番

1 13:30 ２部Ｂ‐Ａ 鶴甲Ｂ － 王子Ａ 神戸ＳＳ　Ｂ
2 14:30 ＴＲＭ 神戸ＳＳ　Ｂ － 鶴甲Ｂ 王子Ａ
3 15:30 ＴＲＭ 神戸ＳＳ　Ｂ － 王子Ａ 鶴甲Ｂ

※荷物などを西側の通路に置かないでください。

対戦

コスモ

日 時　９月２２日(火)   ９：００～１７：００　　

日 時　９月２１日(月)  ９：００～１２：００

対戦

センアーノ

対戦

日 時　９月２２日(火)   １３：００～１７：００　　

神戸ＳＳ


