
 

 

海・花ちびっこサッカー大会 U-9 

募集・大会要項 

  

  

 

 

 

 

開催日程 2022 年 11 月 19 日（土）・20 日（日） 

場 所 国営ひたち海浜公園 多目的広場（南口エリア） 

時 間 10：30～15：00 
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募集要項 
●主催等 

主催：国営ひたち海浜公園 

協力：（公財）茨城県サッカー協会キッズ委員会、ひたちなか市サッカー協会 

 

●開催日時 

2022 年 11 月 19 日（土）・20 日（日） ※雨天中止 

★午前の部／10：30～12：30（受付：9：30～10：30） 

★午後の部／13：00～15：00（受付：12：00～13：00） 

※お申し込み時、午前・午後の指定はできませんので、予めご了承ください。 

 

●会 場 

国営ひたち海浜公園 多目的広場（南口エリア） 

 

●参加費 

無料 

※但し、入園料金・駐車料金等は別途必要になります。 

年齢 入園料金（団体） 2 日通し料金（団体） 駐車料金（普通車） 

小人（中学生以下）・幼児 無料 無料 

520 円 大人（高校生以上） 290 円 350 円 

シルバー（65 歳以上） 210 円 250 円 

※入園料金については、チーム毎に一括でお支払い下さい。 

※2 日通し券は、購入された当人に限り、購入日とその翌日に有効な入園券です。2 日目

のイベントが雨天中止となった場合等においても、お買い求め以降の払い戻しはでき

ませんので、予めご了承ください。2 日通し券の購入を希望するチームは、代表者より、

10 月 30 日（日）17：00 までにひたち公園管理センター（029-265-9001）ま

でお電話ください。別途ご案内させていただきます。 

 

●大会規則 

★参加資格 ①小学校 3 年生を中心に構成されたチーム 

②小学校 2 年生～小学校 1 年生で構成されたチーム 

※複数チームのエントリーも可能です。奮ってご応募ください。 

       ※2022 年度スポーツ安全保険に加入済みのこと 

★競技規則 現行の日本サッカー協会競技規則に準ずる 

★試合形式 フレンドリーマッチ ８人制（キーパー含む） 

       ※8 人に満たなくても応募可能。選手交代人数は自由とする。 

 ★試 合 数 2 試合（１チームにつき、午前 2 試合または午後 2 試合） 

       ※詳細は対戦表（11 月 9 日までに公開予定）でご確認ください。 

★試合時間  前半 10 分（インターバル 3 分）後半 10 分 

★コ ― ト  1・2 年生用／40ｍ×20ｍ、3 年生用／50ｍ×30ｍ 計 7 面 

★チーム数  40 チーム（１日）2 日間計 80 チーム 

★審  判  可能な限り、各チーム 1 名の審判（主審・正装）をお願いします。  

※やむを得ない理由で審判が出来ない場合、大会本部スタッフで代行可能

です。10 月 30 日（日）17：00 までにひたち公園管理センターまでお

電話ください。 

 



 

●新型コロナウイルス感染症対策について 

お申込み前に、別紙「イベント参加時における新型コロナウイルス感染症対策について」

を必ずご確認ください。各項目に同意いただけない場合、イベントへの参加をお断りさ

せていただきます。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、大会が中止になる可能性がある

ことを予めご了承ください。 

 

●お申込方法 

原則、下記ＵＲＬにアクセスまたは二次元コードを読み取り、お申し込みフォームに必

要事項をご記入の上、送信ください。 

 ＵＲＬ：https://hitachikaihin.jp/kids-soccer-u9-2022autumn/ 

※申し込みフォームからお申し込み後に申し込み完了通知のメールが届かない場合は

お手数ですが、ひたち公園管理センター（029-265-9001）までお電話ください。 

 

ネット環境等により、ホームページからのお申し込みができない場合は、別紙「申込 

用紙」に必要事項をご記入の上、FAX もしくは郵送にてお申込ください。 

F A X 番 号：029-265-9339  

郵 送 先：〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼 605-4 ひたち公園管理センター 

※お手数ですが、FAX または郵送後、ひたち公園管理センター（029-265-9001）

までお電話にてご連絡をお願いいたします。（2022 年 10 月 30 日（日）必着） 

 

●お申込締切 

2022 年 10 月 30 日（日）17：00 まで 

※定員は 1 日 40 チーム、先着順でのお申込受付となります。また、締切り後の変更は

できません。定員に達した場合はひたち海浜公園ホームページ（下記 URL・二次元コ

ード）にてご案内いたします。 

※お申込後、11 月 9 日（水）までに「対戦表」をひたち海浜公園ホームページ（下記

URL・二次元コード）に掲載いたしますので、ご確認をお願いいたします。 

 ＵＲＬ：https://hitachikaihin.jp/kids-soccer-u9-2022autumn/ 

●お問い合わせ先 

ひたち公園管理センター 企画運営課 企画係  

TEL：029-265-9001 FAX：029-265-9339 

お問い合わせ時間 9：０0～17：00  

※11 月１日（火）～ 9：00～16：30 

※11 月からは毎週火曜日が休園日となります。 

    

●その他 

各チームの試合時間にあわせて、時間に余裕をもってご来園の上、早めの受付にご協力

ください。なお、ケガの際の処置等は各チームの責任においてお願いいたします。 

 

 

 

 

https://hitachikaihin.jp/kids-soccer-u9-2022autumn/
https://hitachikaihin.jp/kids-soccer-u9-2022autumn/


大会当日について 
●大会に参加される方へ 

大会当日は自宅での事前検温を行い 37.5℃以上の発熱や軽度であっても体調がよくな

い場合 （頭痛・咳・咽頭痛・味覚障害などの症状がある場合）は参加をお控えください。 

 

●団体入園方法 

★駐車場オープン時間 

 9：15 頃 

 ※上記時間前の道路での待機(駐車)は周辺住民の迷惑になりますのでお控えください。 

★入園・大会参加受付時間 

①午前の部 9：30～10：30 ②午後の部 12：00～13：00 

  ※上記時間内に入園・大会参加受付を済ませてください。 

 

＜入園前＞ 

南駐車場に駐車後、南口前の入園受付にお越しください。 

①各チームの入園者がそろった段階で、各チーム代表者は、入園人数確認票に必要事項

をご記入の上、受付スタッフにお渡しください。 

 ※新型コロナウイルス感染症対策のため、受付には代表者１名がお越しください。 

②入園者分の料金精算後に団体整理券（大人、シルバー、小・中学生）を１人 1 枚持っ

て、ご入園ください。 

 ※小学生未満の方（幼児）の団体整理券は発行いたしません。団体整理券なしでご入

園いただけます。 

 

★団体入園料金の適用は、入園人数確認票での一括清算時のみ有効です。清算は、現金

一括清算のみお受けいたします。また、入園人数確認票清算後の枚数変更・払い戻し

はいたしかねますので、予めご了承ください。 

★清算後に、追加で入園を希望される方がいらっしゃった場合は、個人料金での入園を

お願いいたします。 

 

＜入園後＞ 

①多目的広場（南口エリア）の 「大会本部テント」 にて、大会参加受付を行ってくだ

さい。 

②再入園をご希望される場合は、当日のみ有効な「再入園券」をお渡ししますので、ゲ

ートスタッフにお声かけください。 

 

●雨天中止の判断 

雨天時の大会開催決定は、大会当日７：30 までに決定いたします。中止の際は、ひた

ち海浜公園ホームページのお知らせ（https://hitachikaihin.jp/）にてご案内いたしま

すので、当日の天気予報が悪い場合等は必ずご確認ください。 

大会実施後に中止となった場合、入園後の入園料金・駐車料金の返金はいたしかねま

すので、ご了承ください。 

 

 

 

 



大会 Q＆A 
Q1．申し込みをしたが、申し込み完了メールが届かない場合は？ 

A：お手数ですが、ひたち公園管理センター企画係（029-265-9001）までご連絡をお 

願いいたします。 

 

Q2．申し込み時から参加人数の変更は可能か？ 

A：可能です。大会当日、人数確認票で人数を確定していただければ問題ございません。 

 

Q3．どうしても審判ができない場合は？ 

A：大会本部スタッフが代行いたします。10 月 30 日（日）17：00 までにひたち公園管

理センターまでご連絡をお願いいたします。 

 

Q4．ユニフォームが無い場合はビブスでも問題ないか？ 

A：ビブス着用でも問題ございません。ビブスは各チームで同じ色のものを人数分ご用意 

ください。 

 

Q5．大会で使用するサッカーボールは？ 

A：各チームでご持参いただいたボールを使用いたします。 

 

Q6．サッカーシューズはスパイクでもよいか？ 

A：問題ございません。 

 

Q7．3 年生のチームに 1・2 年生が入っていてもよいか？ 

A：問題ございません。 

※1・2 年生のチームに 3 年生が入ることはできません。 

 

Q8．1 チームの人数が 8 名に満たない場合は申し込みできないか？ 

A：5 名以上の場合、お申し込み可能です。当日に対戦相手チームとご調整ください。 

※4 名以下の場合は参加できず、キャンセル扱いとなります。お申し込み後のキャンセ

ル連絡は 10 月 30 日（日）17：00 までにひたち公園管理センター企画係までご

連絡をお願いいたします。 

 

Q9．1 つの学年から何チームエントリー可能か？ 

A：複数エントリー可能です。その場合、チームごとに別チーム名でそれぞれお申し込み 

ください。（例：2 チームの場合、「海浜公園 SC【A】」、「海浜公園 SC【B】」） 

 

Q10．午前と午後両方（計 4 試合）エントリー可能か？ 

A：別チーム名でそれぞれお申し込みいただくとエントリー可能です。その場合、お申し込 

みフォームに以下のとおりチーム名を入力してください。また、当日入園の際の人数 

確認票には、2 つのチーム名をご記入ください。 

（例：「海浜公園 SC【AM】」、「海浜公園 SC【PM】」） 

※午前と午後両方（計 4 試合）参加希望するチームは、お申し込みフォームにチーム 

名を入力の際、必ずチーム名の後に【AM】・【PM】の入力をしてください。 

 

Q11．午後参加の場合、午前の受付で入園することは可能か？ 

A：可能です。午前の部の受付時間に南口・赤のゲート前の受付にお越しください。 

 



Q12．後から来る人の分を人数に入れて、一括精算で団体整理券を購入することは可能か？ 

A：購入可能です。 

※「後から来る人」が入園の際は団体整理券が必要です。団体整理券の受け渡しはゲ

ートの外で行ってください。（ゲートの外へ出るにはゲートスタッフにお声がけく

ださい。再入園券をお渡しいたします。） 

 

Q13．自家用車で送迎する場合はどうすればよいか？ 

A：南駐車場に入り、駐車場料金所スタッフに送迎する旨をお伝えいただき、送迎ください。 

※30 分間無料となります。 

※南口ロータリーには進入できません。送迎の際は必ず南駐車場に入り乗降してくだ

さい。 

 

Q14．会場にテントを立ててもよいか？ 

A：2m 四方までのテントであれば持込・設置可能です。当日は強い風が吹く場合がござい

ますので、テントが飛ばされないように、強風対策をしてください。 

※多目的広場外（道路上等）は設置できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q15．複数チームでエントリーする場合、全てのチームを同じ部（午前の部または午後の

部）にまとめることは可能か？ 

A：可能です。ご希望の際は 10 月 30 日（日）17：00 までにひたち公園管理センター

までお電話ください。 

※午前・午後の指定はできませんので、予めご了承ください。 

 

Q16．複数チームでエントリーする場合、同時刻出場になると人数が足りないので、時間

をずらすことは可能か？ 

A：可能です。ご希望の際は 10 月 30 日（日）17：00 までにひたち公園管理センター

までお電話ください。 

 



イベント参加時における新型コロナウイルス感染症対策について 
 
当公園では、「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策」等の各種ガイドラインに従ってイベントを

開催しております。 
つきましては、新型コロナウイルスの感染状況などにより、内容は変更・追加となる場合がございま

すが、参加者および同伴される保護者等も含め、以下の対応へのご協力をお願いするとともに、当日会
場にて「参加同意書」の記入をお願いいたします。ご協力いただけない場合は、イベントへの参加をお
断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。 
また、イベント参加中に体調がすぐれない場合は、遠慮なくスタッフまでお申し出ください。 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策を講じても、感染リスクが生じることにご承諾ください。 

２．以下に該当する場合、イベントにはご参加いただけません。 

・当日会場での検温時に 37.5 度以上の発熱、または体調がすぐれない、もしくは風邪のような諸

症状がある場合。 

・新型コロナウイルス感染症検査で陽性と診断された方との濃厚接触がある場合。 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

・政府の「水際対策強化に係わる新たな措置」に定める一部の国・地域からの入国者に対する入

国後の自宅等待機期間に該当する場合。 

３．不要不急の外出自粛要請が発出された場合、対象地域からの参加・不参加は参加者の判断とさ

せていただきます。よって、自粛要請対象地域の方が一緒に参加する可能性があることをご承

知おきください。 

４. 屋内イベントでは、密集・密接を防ぐため、会場内への同伴者の入場を原則お断りさせていた

だきます。但し、参加者が中学生以下の場合や介助が必要な場合は、保護者や介助者 1名が必

ず同伴ください。 

５．屋内イベントでは、密接を防ぐためのアクリル板越しに、他の参加者が同席する場合があるこ

とをご承知おきください。 

６．参加料が発生するイベントでは、つり銭が生じないように事前準備にご協力ください。 

７. イベント参加前後、ならびに参加中は、会場に設置してあるアルコール消毒液によるこまめな

手指の消毒、または石鹸による手洗い、うがいをお願いいたします。 

  ８．イベント参加当日は、国の接触確認アプリ「COCOA」をご利用ください。 

９．イベント参加中は他の参加者との身体的距離の確保を心がけ、大声を発すること、至近距離で

の会話はお控えください。 

10. イベント参加中は原則マスクを着用ください（※）。息苦しい場合や体調が悪化した際は、速

やかにスタッフにお申し出ください。 

※以下の状況では、マスク着用は必要がないとされているため、マスクの着用は参加者の判断



とさせていただきます。よって、マスクを着用していない方と一緒に参加する可能性があり

ます。 

  ・屋内において他者と身体的距離（2m 以上を目安）がとれて会話をほとんど行わない場合。 

  ・屋外において他者と身体的距離（2m 以上を目安）が確保できる場合、他者と距離がとれな

い場合であっても会話をほとんど行わない場合。 

  ・特に夏場の屋外イベントにおいて、熱中症予防の観点からマスクを外す場合（マスクを外す

ことが推奨されています）。 

  ・人体に悪影響を及ぼす可能性がある運動中にマスクを外す場合。 

11．イベントでは、マスクおよびフェイス・マウスシールドを着用した講師が、近くでお話するこ

とや作品・身体等に触れる場合があることをご承知おきください。 

12．原則、イベント会場では飲食禁止とさせていただきます。なお、午前から午後まで続くイベン

ト時の昼食やイベント終了後の飲食時は、他の方との身体的距離を保ち、飛沫感染防止対策を

講じてください。 

13．感染をはじめとするあらゆるリスク、その他の経済的損失等について、主催者は一切責任を負

いかねますので、予めご了承ください。 

14．万が一、自身の感染を確認した場合、公園への連絡、及び行政機関による調査にご協力くださ

い。 



電話番号

Eメールアドレス

FAX番号

新型コロナウイルス感染
症対策への同意

（✔をつけてください）

私及びチームメンバー、その保護者は国営ひたち海浜公園が定める「イベント参加時におけ
る新型コロナウイルス感染症対策について」を確認の上、各項目に同意いたします。

　　　　　　　　　□

10月30日（日）必　着
〒312-0012
茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4
ひたち公園管理センター　企画運営課　企画係
TEL：029-265-9001

FAX：029-265-9339

FAX送付後、大変お手数ですが、
お電話にてご連絡ください。

予定参加人数
（競技者、監督その他観覧者含む総数）

幼児（6歳未満） 小人（小中学生） 大人（高校生以上） シルバー（65歳以上）

名　 名　 名　 名　

　　　　＠

（　　　　　　　　）　　　　　　　　－

当日の引率責任者名・
連絡先

（代表者と異なる場合は記入してくださ
い）

（ふりがな）

連絡先

携帯　　　　　－　　　　　－　　　　　　/自宅（　　　　）　　　　－

代表者名

（ふりがな）

住所
〒　-

　携帯　　　　－　　　－　　　　/自宅（　　　）　　　－　　　　

希望日
（✔を1つつけてください）

11/19（土）

11/20（日）

11/19（土）・11/20（日）両日

曜日を指定しない（どちらか1日参加）

チーム名

（よみかた）

国営ひたち海浜公園　海・花ちびっこサッカー大会　U9 申 込 用 紙

※ネット環境がある場合は、国営ひたち海浜公園ＨＰのお申込フォームからお申込ください。

希望部門
（✔を1つつけてください）

①小学校3年生を中心に構成されたチーム

②小学校2年生～1年生で構成されたチーム

③小学校3年生を中心に構成されたチームと
　小学校2年生～1年生で構成されたチームの両方



参加チーム名

代表者名

入園人数 名 名 名 名

小計金額
※当日スタッフ記入欄

円 円

円

※清算後の枚数変更・払い戻しはいたしかねます。
※個別入園される方は一般料金となります
※再入園される際にはゲートスタッフへお申し付けください

①選手・コーチ・応援の全人数を記入してください。
②南口ゲート前の受付へ本票を提出してください。
③人数分の入園料を現金一括でお支払いください。
④団体整理券を人数分お渡しいたします。(※幼児除く)
⑤団体整理券を１人1枚お持ちのうえ入園してください。

幼児
★無料★

★午後の部／12：00～13：00

合計

団体入園手続きについて
～大会参加受付時間～

★午前の部／9：30～10：30

11/19（土）当日ご持参ください

11/19（土）当日ご持参ください

国営ひたち海浜公園海・花ちびっこサッカー大会 U-9

入園人数確認票

※右記料金は、本票での一括清算時のみ有効です。

選手・コーチ・応援の人数を含む

大人
（高校生以上）

★2９0円★

シルバー
（65歳以上）
★210円★

小人
（小中学生）

★無料★



参加チーム名

代表者名

入園人数 名 名 名 名

小計金額
※当日スタッフ記入欄

円 円

円

※清算後の枚数変更・払い戻しはいたしかねます。
※個別入園される方は一般料金となります。
※再入園される際にはゲートスタッフへお申し付けください。

①選手・コーチ・応援の全人数を記入してください。
②南口ゲート前の受付へ本票を提出してください。
③人数分の入園料を現金一括でお支払いください。
④団体整理券を人数分お渡しいたします。(※幼児除く)
⑤団体整理券を１人1枚お持ちのうえ入園してください。

11/20（日）当日ご持参ください

国営ひたち海浜公園海・花ちびっこサッカー大会 U-9

入園人数確認票

※右記料金は、本票での一括清算時のみ有効です。

選手・コーチ・応援の人数を含む

大人
（高校生以上）

★2９0円★

シルバー
（65歳以上）
★210円★

小人
（小中学生）

★無料★

幼児
★無料★

11/20（日）当日ご持参ください

★午後の部／12：00～13：00

合計

団体入園手続きについて
～大会参加受付時間～

★午前の部／9：30～10：30



【当日の受付までの流れ】＜駐車場から会場までのルートについては上図の赤線参照＞
南駐車場（9：15頃開門予定）
南駐車場に入場いただき、駐車場料金所で駐車料金をお支払い後、駐車してください。
※図面 南駐車場内青枠エリア（B・Cブロック）に駐車されますと入園口までのご移動が便利です。

①南口入園受付
■入園者がそろった段階で、各チームの代表者は「入園人数確認票（必要事項をご確認・ご記入上）」
を受付スタッフまでお渡しください。

■入園者（大人とシルバー）分の料金精算と引き換えに、「団体整理券」（大人、シルバー、
小・中学生）をお渡しします。入園の際は、「団体整理券」を1人1枚持って、ご入園ください。
※小学生未満の方（幼児）の整理券は発行いたしません。団体整理券なしでご入園いただけます。

②多目的広場大会本部受付
多目的広場の大会本部テントにて、大会参加受付を行ってください。

【受付時間】
①午前の部9：30～10：30 ②午後の部12：00～13：00
※大会当日は混雑が予想されますので、時間に余裕を持った入園をお願いいたします。

海 ・ 花 ち び っ こ サ ッ カ ー 大 会 会 場 案 内 図

会 場
②大会参加受付

南口・赤のゲート
①南口入園受付

駐車・送迎時
乗降場所

B・Cブロック

南口ロータリー
車両進入禁止

B
C

D

サッカー大会参加者は、
南口・赤のゲートで受付の上、ご入園ください



キッチンカー

キッチンカーで使える１００円割引券 を
大会参加受付時に選手の方全員へプレゼント！

がやって来る！

ここに

います
４台

海・花ちびっこサッカー大会に 協力：茨城県ケータリングカー協同組合

がんばったごほうびに

戦いの後に

応援の前に

ランチライムに

おやつに

おみやげに

※画像はイメージです。メニューは変更となる場合があります。

※割引券の配布対象は選手の方ですが、どなたでもご使用いただけます。
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