
高橋道広杯 争奪 

第２０回 

【前回大会】優勝 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ 

４年連続優勝（４連覇中） 

 
 

上尾市サッカー選手権大会　過去の優勝チーム

優勝 準優勝 第３位 第４位 参加チーム数

第１９回 2020 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ 都精工ＦＣ ＴＡＣＫＹ’Ｓ ＦＣ.ＦＵＪＩＭＩ １３チーム

第１８回 2019 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ ＡＣ ＥＮＧＡＮＪＥ ＡＡＦＣ 西宮下ＦＣ １２チーム

第１７回 2018 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ ＡＡＦＣ 桜蹴 都精工ＦＣ １６チーム

第１６回 2017 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ ＡＡＦＣ ＰＲＩＯＲ ＡＧＥＯ ＦＣ 桜蹴 １７チーム

第１５回 2016 ＦＣベアーズ ＰＲＩＯＲ ＡＧＥＯ ＦＣ 都精工ＦＣ AAFC １８チーム

第１４回 2015 ＦＣベアーズ 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ 桜蹴 ＡＣ ＥＮＧＡＮＪＥ １８チーム

第１３回 2014 ＡＣ ＥＮＧＡＮＪＥ ＵＤトラックス 桜蹴 ＰＲＩＯＲ ＡＧＥＯ ＦＣ １９チーム

第１２回 2013 上尾ＳＣ 西上尾ＳＣ ＰＲＩＯＲ ＡＧＥＯ ＦＣ 都精工ＦＣ ２０チーム

第１１回 2012 ＡＣ ＥＮＧＡＮＪＥ 都精工ＦＣ ＰＲＩＯＲ ＡＧＥＯ ＦＣ 上尾ＳＣ ２２チーム

第１０回 2011 ＰＲＩＯＲ ＡＧＥＯ ＦＣ 朝日ＦＣ 都精工ＦＣ ＦＣ．Ｂ ２４チーム

第９回 2010 ＡＣ ＥＮＧＡＮＪＥ 秀明英光高校 ボボジール 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ ２９チーム

第８回 2009 ＡＣ ＥＮＧＡＮＪＥ 秀明英光高校 都精工ＦＣ 西宮下ＦＣ ３１チーム

第７回 2008 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ 上尾ＳＣ バルカン上尾 ボボジール ３２チーム

第６回 2007 上尾ＳＣ シーサイドＦＣ ＰＲＩＯＲ ＡＧＥＯ ＦＣ 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ ３４チーム

第５回 2006 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ ＰＲＩＯＲ ＡＧＥＯ ＦＣ 秀明英光高校 シーサイドＦＣ ３０チーム

第４回 2005 上尾ＳＣ 上尾Ｊ３ ゴリでん デンジャーズ ３２チーム

第３回 2004 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ 上尾ＳＣ 秀明英光高校 朝日サンキュー ３１チーム

第２回 2003 秀明英光高校 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ がんでん 上尾ＳＣ ３０チーム

第１回 2002 西上尾ＳＣ 上尾ＳＣ 秀明英光高校 朝日ＦＣ ＧＲＡＺＩＥ ３５チーム

※第１２回大会から「高橋道広杯争奪」開始  

 

 



 

会場案内図 

上尾市平塚サッカー場、平方スポーツ広場 

 

 

 

【日 程（予定）】 

代表者会議、抽選会 

平成３０年 ９月３０日（日） 

受付開始１８時００分 

会議開始１８時３０分～ 

予選リーグ   令和 ３年１０月１０日（日）、２７日（日）、 

２４日（日）、３１日（日） 

１１月 ７日（日）、１４日（日）、２１日（日） 

１２月 ５日（日）、１２日（日）、１９日（日） 

準決勝     令和 ４年 １月 ９日（日） 

決 勝           １月１６日（日） 

敗退チーム交流戦      １月 ９日（日）、１６日（日） 

主催：上尾市サッカー協会  主管：上尾市社会人サッカー連盟 

 

 

 

 

別途連絡 



高橋道広杯争奪 第２０回上尾市サッカー選手権大会 ≪大会要項≫ 
 
１．主  催    上尾市サッカー協会 
 
２．主  管    上尾市社会人サッカー連盟 
 
３．大会期間    令和３年１１月２１日（日）～令和４年１月１６日（日）予定 
 
４．試合会場    上尾市平塚サッカー場、平方スポーツ広場 
 
５．参加資格    上尾市サッカー協会第１種・第２種登録チーム 
 
６．競技方法    （１）参加チームが１６チーム 

☆４ブロックによる予選リーグを予定 
各ブロック上位１チームは決勝トーナメント進出 
各ブロックの順位決定基準は勝ち点、得失点、総得点、総失点、 
直接対決の結果の順とし、それでも同点の場合はくじ引きとする。 

☆４チームによる決勝トーナメント 
（２）【予選リーグ】 

試合時間７０分（３５－１０－３５） 
同点の場合、ペナルティーマークからのキック（以下「ＰＫ」と言う。） 
で勝敗を決する。 
勝ち点は、勝：３点、ＰＫ勝：２点、ＰＫ負：１点 負：０点 
※勝ち点も同点の場合、１：直接対決の結果、２：得失点差にて決定 
【決勝トーナメント】 
試合時間８０分（４０－１０－４０）同点の場合ＰＫで勝敗を決する。 
決勝戦のみ同点の場合、延長戦２０分（１０－１０）を行い、さらに 
同点の場合、ＰＫで勝敗を決する。 

 
７．競技規則    （１）２０２１年度日本サッカー協会競技規定による。 

ただし、代表者会議にて決定した事項については除く。 
（２）選手登録された選手から当日のエントリ表により先発選手１１名及び 

交代要員７名を申請する。 
（３）１チームの選手が７名未満の試合は不成立とし当該チームを棄権扱い 

とする。 
※けがの手当て等で一時的に７名未満になることは可とする 

（４）交代はエントリ表に記載された７名まで可とする。 
（５）警告は、累積２回で次の試合を出場停止とする。 
（６）退場は、競技委員会の裁定により１試合以上出場停止とする。 

 
８．審  判    【予選リーグ、決勝トーナメント１回戦】 

指定試合よりホーム側チームより主審１名、第４の審判員１名アウェー側 
チームより副審２名の帯同とする。 

【準決勝・三位決定戦・決勝】主審・副審２名とも派遣審判とする。 
※帯同する第４の審判員は本部役員を補助する。  
※帯同する主審、副審の審判員は有資格者とし、第４の審判員は原則有資 
格者とする。 

※審判員は、必ず審判服を着用する（シャツ、パンツ、ストッキング）。 
 
９．本部役員    各会場の本部役員は以下のことを行う 

（１）雨天時開催可否の決定・連絡指示（※当日朝決定） 
（２）試合会場設営の指示・確認 
（３）試合の運営・記録・結果報告 

          （４）試合会場の注意事項（コート内の飲水・登録選手以外の入場の禁止、 
コート内外での喫煙行為の禁止、ごみ持ち帰り、車両駐車方法等）を 
マッチミーティング時に再度確認 

参加チーム数によりリーグ戦数などを決めるため 

詳細は参加チーム数が分かり次第、追って連絡いたします。 



 
10．参 加 費    １５，０００円 

 代表者会議にて集金 
※以降棄権失格等でも返金はしない。 

 
11．エントリー表  令和３年１１月１３日（土）まで「市川貴俊」までメールにて送付 
 
12．表  彰    優 勝     高橋道広杯、選手権優勝旗、選手権優勝カップ  

優勝～第４位  表彰状 
 

13．そ の 他    （１）試合開始３０分前にマッチミーティングを行う。 
確認内容は、エントリー表２部、試合球、正副ユニフォーム。 
審判員も集合する。 
※ユニフォームの状況によりビブス着用可能。 
ただし決勝戦はユニフォームを揃えること。   

（２）傷害保険：各チーム全選手必ず加盟する。 
（３）新型コロナウイルス感染症対策として別紙「新型コロナウィルス対策 

と大会運営についての諸注意」のとおり、十分な対策を取り、感染拡 
大を防止しながら競技を行うこと。 

参加費は参加チーム数が分かり次第、追って連絡いたします。 

前回大会は１５０００円。 



各種別サッカー運営団体 各位 

上尾市サッカー協会会長 

 会長   大室 尚 

新型コロナウィルス対策と大会運営についての諸注意 

拝啓 

春暖の候、各位には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 各種別上尾市サッカー

大会運営の開催に関しまして、多大なご尽力を賜り厚く感謝申し上げます。 

  つきましては、下記のとおり「新型コロナウィルス対策と大会運営」について諸注意

申し上げます。何かと情報が交錯しておりますが、下記あくまでお願いであり強制では

ございませんが、大会関係者、選手の安心安全を最優先に考えてのことでございます。

ご理解賜りたく大会関係者の皆様方の特別のご配慮ご協力をお願い申し上げます。 

敬具 

記 

（1） 大会日程に余裕がある場合は、順延することもあると思いますが、必ずしも換気

のよい競技場のピッチが危険ということではございません。安全を考慮して無

観客試合なども視野に入れての大会運営をお願いします。

（2） 開催の場合は、大会運営及び参加者についても必要最小限にて開催お願いしま

す。

（3） 上記に関しご父兄、友人、知人の観戦に関しては、各種別大会主催運営側にご一

任しますが自粛していただくのが望ましいと考えます。

（4） 監督、選手、審判、指導者、運営委員、父兄ほか（以下大会関係者と呼ぶ）は、

原則検温をお願いします。

（5） 試合(出場)する場合は、各自朝の検温で 37.5°以上の大会関係者は、競技場内の

入場を自粛お願いします。
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（6） 大会関係者が 37.5°以上が 2 日以上続き試合当日が 37.5°以下にさがった場合

も競技場内の入場を自粛お願いします。（同居の家族も同様ですが下がってから

3 日経過した場合が一つの目安としたい。根拠として埼玉県の感染者事例で 2 日

間 36°台に下った後にあがっている事例がありましたのであくまで目安です）

（7） 大会関係者の同居のご家族が 37.5°以上の場合においても競技場内の入場を自

粛お願いするのが望ましいと考えるが各種別大会主催運営側にご一任します。

（8） 37.5°以上が 4 日以上続いた場合は、医師の診断をお願いします。

（9） ユニホーム及び審判シャツの貸し借りやビブスの交換など他の人の使用したも

のをなるたけ使わない様にお願いします、（特にタオルなど）

（10） 試合開始および試合中および終了時の握手はしないようにお願いします。

（11） 複数人が触る試合中のスクウィーズボトルの消毒を心がける。(水筒も同様)

（12） 競技場内の入場に関して、大会本部およびベンチに入る人は、原則マスク着用と

することが望ましい。(手作りマスク可)

（13） 選手は、試合前の手洗いと試合終了後の手洗いは、必ず行うようお願いします。

その後マスクの着用をお願いします。顔を洗う場合は、しっかり手を洗ってから

にしてください

（14） 選手は、試合前のうがいと試合終了後のうがいは、必ず行うようお願いします。

その後マスクの着用をお願いします。顔を洗う場合は、しっかり手を洗ってから

にしてください

（15） 大会本部及び大会関係者は、除菌おしぼり（100 均ウエットティッシュ）などを

準備持参することが望ましい。特に試合前の選手には、手洗い後ピッチに入れる

ように努めてください。各自手袋をした場合その手袋で顔など触らない様に気

を付けてください。

（16） 審判団は、フラック、交代ボードの除菌を各自こまめに行ってください。マスク

の使用もお勧めします。各自手袋をした場合その手袋で顔など触らない様に気

を付けてください。

（17） 各団の当番父兄は、検温並びにマスクの着用、手洗いの除菌をお願いします。

（18） 選手の送迎車両は、除菌を心がけてください。37.5°以上やマスクをしてない場

合はご遠慮お願いします。窓を開けて換気に注意し走行お願いします。（試合会

場よりも危険条件が揃う送迎車両は、感染拡大の危険がありますので細心の注

意をお願いします）

（19） 昼食をとる場合は、できるだけ 1M 以上離れて取るようにお願いします。

（20） 大会関係者は、国で示している 3 つの要素には十分注意し、なるたけ避けてく

ださるようお願いします。

以上
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