
���������� ���	
������������������������ � !" #�$%�&'()*+,-�./0" #�1�23���4 56789:;<��567�������=�> 56./?@AB!C?DEF�GHIJ8.KLMEF�G8.NOPEF�GEF�G56QRC?D8EF�G�S C����> EF�GTUV����8EF�GW�X����1BCY@ZEF�G����[ \]G^_����`abcd�ef ghgijklgmf�n�����o pqrstuov���w xyv�wz{|}8~�}8C?Dv�w������������ ��$'���������$'������$'����d���F �j��+�������v�w�k����ih������ ¡��¢£¤¥���¦���F x§̈©ª«¬��®v�w�¯°±²�³ �́µ���d¶·¸ x©̈ªª«¬®f����¹º±²�³ �́µ�»���¼ ½¾N¿e�À�¢��·ÁÂÃ�³ �́µ�¬¾N¿e�o��9FÄÅ�ÆÇ#ÈB�ÉÊËÌ³ �́µ��=Í¯Î�Ï��H�ÐÑ�À�¢ÒÓÔÕ�+��µÖ»×�3��v�w�¢ØÒ ¢́�¥��Ù��H�ÚÛ�Ã��ÜÝÞß à́�Â�¥���á��âã�¢ÚÛ�äiåæ��ç9:;<��$' �è�gkéP<�êëéPäimì�� !" #�$%�&'()d�íîïæç56ð8Üñ;<��56����òóÊ;<9:;<��$' �è�gkéP<�êëéPäimì� !" #�$%�&'()



���� � ����	
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―　記　――　記　――　記　――　記　―

長池つばさFCフューチャーズ長池つばさFCフューチャーズ長池つばさFCフューチャーズ長池つばさFCフューチャーズ

枚方FCイエロー枚方FCイエロー枚方FCイエロー枚方FCイエロー

12121212

東淀川イエロー東淀川イエロー東淀川イエロー東淀川イエロー

OGCスポ学グリーンOGCスポ学グリーンOGCスポ学グリーンOGCスポ学グリーン長野ＦＣ長野ＦＣ長野ＦＣ長野ＦＣ

大阪セントラルFC WHITE大阪セントラルFC WHITE大阪セントラルFC WHITE大阪セントラルFC WHITE

　誠に勝手ではございますが、ご協力の程、宜しくお願い致します。

アオヤマYアオヤマYアオヤマYアオヤマY

3333 6666

バックスタンドバックスタンドバックスタンドバックスタンド

各チーム　荷物置き場について各チーム　荷物置き場について各チーム　荷物置き場について各チーム　荷物置き場について

　大会当日は、会場も広く、多くの参加者・保護者の方々がスタンドに集まり、チーム招集に困難が予想される為、

各チームの荷物置場を決めさせて頂きました。下記の貴団体番号と図面番号をご確認して頂き、お間違えのないようにお願いします。下記の貴団体番号と図面番号をご確認して頂き、お間違えのないようにお願いします。下記の貴団体番号と図面番号をご確認して頂き、お間違えのないようにお願いします。下記の貴団体番号と図面番号をご確認して頂き、お間違えのないようにお願いします。

　　　　※コート寄りの席（グレー部分）は、応援用になりますので、荷物等は置かないで下さい。※コート寄りの席（グレー部分）は、応援用になりますので、荷物等は置かないで下さい。※コート寄りの席（グレー部分）は、応援用になりますので、荷物等は置かないで下さい。※コート寄りの席（グレー部分）は、応援用になりますので、荷物等は置かないで下さい。

　　　　※大会中は、貴重品の管理を各チームで必ず行って下さい。※大会中は、貴重品の管理を各チームで必ず行って下さい。※大会中は、貴重品の管理を各チームで必ず行って下さい。※大会中は、貴重品の管理を各チームで必ず行って下さい。

Ｄゲート

　　　　※座席は間隔を開けてお座りください。※座席は間隔を開けてお座りください。※座席は間隔を開けてお座りください。※座席は間隔を開けてお座りください。

アイリスFC住吉アイリスFC住吉アイリスFC住吉アイリスFC住吉

アオヤマXアオヤマXアオヤマXアオヤマX
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大阪セントラルFC RED大阪セントラルFC RED大阪セントラルFC RED大阪セントラルFC RED

ＡＳＧジュニオールＡＳＧジュニオールＡＳＧジュニオールＡＳＧジュニオール

Aisyu KID'S SCAisyu KID'S SCAisyu KID'S SCAisyu KID'S SC

7777 8888

東淀川ＦＣ東淀川ＦＣ東淀川ＦＣ東淀川ＦＣ スポーツネットSCスポーツネットSCスポーツネットSCスポーツネットSC 枚方ＦＣレッド枚方ＦＣレッド枚方ＦＣレッド枚方ＦＣレッド OGCスポ学イエローOGCスポ学イエローOGCスポ学イエローOGCスポ学イエロー
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横断幕横断幕横断幕横断幕
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※応援席になりますので場所取りは禁止

※応援席になりますので場所取りは禁止

⑥コート④コート ⑤コート

②コート①コート ③コート



                    新型コロナウイルス感染予防対策へのお願い新型コロナウイルス感染予防対策へのお願い新型コロナウイルス感染予防対策へのお願い新型コロナウイルス感染予防対策へのお願い    

 

   この度は第３６回キッズサッカーフェスティバルへのご参加ありがとうございます。 

   新型コロナウイルスをはじめとする感染予防対策および拡散防止のため、また皆様方 

   の「安全・安心」をより担保させていただくために下記の内容へのご協力をお願いし 

   ます。 

 

 ―記― 

 

    ★チーム関係者へチーム関係者へチーム関係者へチーム関係者へ 

                厳守していただきたい各４つのお願い厳守していただきたい各４つのお願い厳守していただきたい各４つのお願い厳守していただきたい各４つのお願い    

 

  「ご来場時」「ご来場時」「ご来場時」「ご来場時」    

   １.体調の悪い方、微熱のある方は施設内への立ち入りを「ご遠慮」ください。 

   ２.施設内では必ず「マスクの着用」をお願いします。 

   ３.こまめなアルコールスプレーでの手指等の消毒をお願いします。 

 

        「ご観戦時」「ご観戦時」「ご観戦時」「ご観戦時」    

   １.必ず「マスクの着用」をお願いします。 

   ２.観客席をご利用の場合は「間隔を空けて」ご利用ください。 

   ３.飛沫感染予防のため「大声での応援」はお控えください。 

   ４.トイレにお並び時などでは社会的距離「2ｍ」を意識してお並びください。 

    

        「参加するお子様」「参加するお子様」「参加するお子様」「参加するお子様」    

   １.体調・微熱のあるお子様の参加は「ご遠慮」ください。 

   ２.ご来場時には必ず「マスクの着用」をお願いします。 

   ３. 入場前には設置の「アルコールスプレー」で必ず手指等の消毒をお願いします。 

   ４.当クラブがお願いしている「体温等のチェック表」の配布、記入をお願いします。 

    ※チェック表は当クラブより皆様に配信します。 

    ※チェック表はチーム代表者の方が※チェック表はチーム代表者の方が※チェック表はチーム代表者の方が※チェック表はチーム代表者の方が参加者全員分を確認の上管理、１か月間は保管参加者全員分を確認の上管理、１か月間は保管参加者全員分を確認の上管理、１か月間は保管参加者全員分を確認の上管理、１か月間は保管    

                をお願いをお願いをお願いをお願いしましましまします。す。す。す。    

 

     新型コロナウイルスの中、最善の対策を行い、開催したいと考えています。 

     皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

以上 

 

 


