
高羽FC 2015 
卒団交流大会

2021.02.07 Sun.

王子スタジアム

2015年に入学の選手たちですので、2015としています。



高羽FC 2014 卒団交流大会 概要

主催 高羽フットボールクラブ

開催日 2021年02月07日 日曜日 9時から17時

会場 王子スタジアム

参加費 5,000円/チーム

駐車場 有料 ※参照: 王子公園駐車場 <Link>

内容 全10チーム、2グループ各5チーム総当たり

各試合15分ハーフ

http://www.kobe-ojizoo.jp/guide/access/


• 駐車場の開場時間が９時で
す。それ以前に車でお越し
の場合は、近隣の有料駐車
場などの利用をご検討くだ
さい。

会場アクセス

入場口



施設共通 利用案内・諸注意

利用に際しての注意事項

• フィールド外でのボールを使った
練習・アップは禁止です。

• 陸上トラックへはスパイクやヒー
ルのある靴では入らないでくださ
い。

• 競技者・指導者以外のフィールド
へのご入場はご遠慮ください。

• ゴミはすべて持ち帰りください。

• 施設内は禁煙。指定の喫煙場所の
み喫煙可能。

• フィールド内は、水のみ補給可。
飲食はできません。

駐車場について

• 係の方の誘導に従ってください。
動物園の利用者にご配慮ください。

• 枠外駐車は救急車両の通行の妨げ
になりますので、絶対におやめく
ださい。

• アイドリングは極力ご遠慮くださ
い。

テントの設置について

• スタンド・フィールド内へのテン
トの設置は禁止です。スタンド等
に屋根付きの場所があります。



コロナ禍における施設利用時の順守事項

• 来場される方は全員、施設指定のチェックリストのチェックを行い、該当の項目
がないことを確認してください。該当する項目がある場合は、来場を見合わせて
ください。※チェックリストの提出は不要ですが、必ず確認してください。

• 入場者全員がマスクを必ず着用してください。競技中の選手以外は、マスクの着
用が必須です。

• こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を励行してください。

• 参加者、観客、保護者、役員含む各施設全体の利用人数を1,500名(※定員の
50%)以下、かつ対人距離（できるだけ2m以上）を確保してください。

• 更衣室(ダッグアウト)、シャワー室の使用はできません。

• 観客席等での飲食は禁止ではありませんが、密にならないよう、飛沫を口に入れ
てしまわないよう、十分に考慮してください。

• 利用終了後2週間以内に、コロナウイルス感染症の発症を知りえた場合、速やか
に各チーム指導者を通じて高羽FC担当者までお知らせください。

https://www.kobe-spokyo.jp/ojisports/files/uploads/checklist.pdf


コロナウィルス感染拡大予防にご協力を
お願いいたします

選手・指導者の方

• 参加に際しては、日々の健康
観察(検温および体調の確認)
の実施を前提としてください。

• 各種大会健康チェックリスト
の提出をお願いいたします。

• 運動中以外の時は、マスクの
着用をお願いいたします。

保護者・観覧者の方

• 入場時、検温と来場者名簿へ
の記名にご協力ください。

• ソーシャルディスタンスの維
持にご協力ください。
• 観客席は前後の空間を空け、横
の間隔は2ｍ空けて座ってくだ
さい。

• 飲食時に集うことのないように
してください。



卒団交流大会 詳細



運営規定

• 大会規則 JFA 競技規則に準じ、KFA の定める少年リーグ規約・規定に基づく

• 試合時間 15分ハーフ。アディショナルタイムなし。

• 成績 勝ち点(勝ち 3 /引き分け 1 / 負け 0)により順位を決定する。勝ち点が
同じ場合、対戦結果、得失差、総得点数で決定する。

• 審判 1人審判。審判服不要。ARは任意とする
※審判カードは、試合終了後、速やかに本部へ提出してください

• 選手交代 交代は自由で、リエントリー可とする
※キーパーはアウトオブプレー時に審判へ声をかけて交代してください

• 雨天時 小雨決行
※荒天や警報で中止の場合は午前７時０５分までにご連絡いたします

• その他 大会参加選手はスポーツ障害保険に加入していなければならず、大
会中の傷害・事故は基本的に各チームで対処をしてください
スパイクはゴム固定式のみ使用可です



表彰

• すべてのチームに参加賞を用意しています。

• 参加賞は、指導者・保護者・選手によろこんでいただけるもの
にしています。

• 順位の上のチームから順に選んでいただきます。

• 選手の皆さんは、奮って上位を狙ってください。



Aコート

会場レイアウト

荷物置き場・観客席

少年用ピッチサイズ
45m x 68m (マーカー)

本部

Bコート

観客席

入場口



グループ分け

Premier League (プレミアリーグ) La Liga (ラ・リーガ)

北五葉SC 神戸市 北地区 コスモFC 神戸市 東地区

学園FC-A 神戸市 西地区 学園FC-B 神戸市 西地区

東舞子SC 神戸市 西地区 王子FC 神戸市 東地区

神戸FC 神戸市 東地区 神戸SS 神戸市 東地区

高羽FC-A 神戸市 東地区 高羽FC-B 神戸市 東地区



試合スケジュール

No. 開始 終了 試合時間 Premier League La Liga

1 9:35 10:10 15-5-15 北五葉 ー 高羽A 王子 ー 学園B

2 10:15 10:50 15-5-15 学園A ー 東舞子 コスモ ー 高羽B

3 10:55 11:30 15-5-15 北五葉 ー 神戸SS 王子 ー 神戸SS

4 11:35 12:10 15-5-15 高羽A ー 東舞子 学園B ー 高羽B

5 12:15 12:50 15-5-15 学園A ー 神戸SS コスモ ー 神戸SS

6 12:55 13:30 15-5-15 北五葉 ー 東舞子 王子 ー 高羽B

7 13:35 14:10 15-5-15 高羽A ー 神戸SS 学園B ー 神戸SS

8 14:15 14:50 15-5-15 北五葉 ー 学園A 王子 ー コスモ

9 14:55 15:30 15-5-15 東舞子 ー 神戸SS 高羽B ー 神戸SS

10 15:35 16:10 15-5-15 高羽A ー 学園A 学園B ー コスモ

16:25 16:40 表彰式

審判: 
相互審判(前半: 左側チーム)でお願いいたします。
審判カードは本部で用意しております。

会場には8:40ごろに入場できます。
ピッチでのアップは、9:00～できます。



Premier League 結果表

北五葉 学園A 東舞子 神戸FC 高羽A 得点 失点 得失 勝点

北五葉SC

学園FC-A

東舞子SC

神戸FC

高羽FC-A

結果は、WEB上でも随時更新しています。
http://www.junior-soccer.jp/kansai/hyogo/league/order/24840

http://www.junior-soccer.jp/kansai/hyogo/league/order/24840


La Liga 結果表

コスモ 学園B 王子 神戸SS 高羽B 得点 失点 得失 勝点

コスモFC

学園FC-B

王子FC

神戸SS

高羽FC-B

結果は、WEB上でも随時更新しています。
http://www.junior-soccer.jp/kansai/hyogo/league/order/24841

http://www.junior-soccer.jp/kansai/hyogo/league/order/24841


最後に



ご挨拶

今年度の卒団生の、小学生年代最後の年は新型コロナウイルスにより活
動停止の状態から始まりました。

その開催が危ぶまれた少年リーグ戦や全日は、関係されたすべての方の
尽力により、無事に開催されました。我々の活動が軌道に乗ったかと思う
間も短く、この冬季になり再度の緊急事態宣言が発出されています。

宣言下において、弊団主催の卒団交流大会を開催すべきかどうか、関係
各所の動向や方針を確認しながら慎重に検討いたしました。

非常に難しい判断とはなりましたが、広く、収容人員に余裕があり密を
さけられる王子スタジアムという地の利を得て、開催を決断いたしました。

卒団前の貴重な時間を高羽FCとの交流に割いていただけることに感謝い
たしますとともに、来場いただいた皆様全員にとって良い思い出の一日と
なるべく、できる限りの準備と対策をしてまいります。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

高羽FC選手・保護者・指導者一同


