
 

天皇杯 JFA 第 101回全日本サッカー選手権大会 準決勝 

川崎フロンターレ VS 大分トリニータ についてのご案内 

 

本試合は収容人数を 100％にして開催します。JFA試合運営管理規定に加えて、新型コロ

ナウイルス感染症対策として「JFA サッカー活動の再開に向けたガイドライン」に基づい

ての試合開催となりますので、ご来場にあたり、以下に記載する各事項を遵守いただきま

すようお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況や政府発信、各自治体の判断により、制限や

運営方法等を急遽変更する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 

  

【イベント開催等における感染防止安全計画等について】                

11月 19日(金)に政府より発出された「イベント開催等における感染防止安全計画等につ

いて」に基づき、事業者が開催地自治体に「感染防止安全計画」を示し、その内容を確実

に履行することを条件に、収容定員までの入場が認められることとなりました。 

感染防止安全計画の内容を確実に実行することにより、スポーツにおける日常を取り戻

し、ルールを守りながらスポーツを楽しむ、という新たな観戦形態を示すとともに、感染

防止対策を十分に行うことにより、スタジアムにおいて安全に安心して観戦いただける環

境を整えていますので、皆様には以下の事項順守へのご協力をお願いします。 

 

感染防止安全計画について 

 

以下のルールを順守していただきます。 

警備員・係員の指示に従わない場合は、退場していただくことがありますので、あらかじ

めご了承ください。 

 

1.飛沫抑制の徹底について 

飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスクの正しい着用や大声を出

さないようご協力ください。 

①マスクの着用について 

不織布等の品質の確かなマスクを必ず着用してください。（乳幼児、未就学児の着用は 

保護者の判断による） 

※未着用の場合は、入場することができません 

※マスクを正しく着用し、鼻と口の両方を確実に覆ってください 

※飲食時にマスクを外している間は話さない、話しかけず、飲食後は速やかにマスクを 

着用してください 

※入場後もマスクを正しく着用してください（何度注意してもマスクを着用しない場合 

は退場していただきます） 

②大声を出さない 

http://www.jfa.jp/documents/rules/
http://www.jfa.jp/about_jfa/guideline.html


声を出しての応援（大声応援の扇動、チャント、コール、歌を歌う等）、指笛、トラメ 

ガを含むメガホンの使用を禁止します。 

継続して大声を出す等、警備員・係員の指示に従わない場合は退場していただきます。 

③飲食について 

ご自身の座席でのみ飲食をしてください。コンコース等、ご自身の座席以外での飲食は 

禁止します。 

④手洗い・手指消毒について 

手を介した接触による感染を防ぐため、手洗い、手指消毒をこまめに行ってください。 

 

2. 検温・チケットチェックについて 

入場ゲートにて体温測定およびチケットチェックを行います。 

マスクを着用し、体温が 37.5度未満であることが確認され、チケットをお持ちであれば

入場することができます。（チケットをお持ちでない場合、お持ちであっても体温測定に

おいて 37.5 度以上の場合は、入場することができません） 

※ご来場、ご入場をお断りさせていただいた際のチケットの払い戻しはいたしません。あ

らかじめご了承ください。 

 

３. 政府・自治体の方針変更の対応 

今後の感染状況等により、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置等が発出された場合

は、政府・自治体の方針に従い収容率（入場者数）の変更や、ワクチン・検査パッケージ

（新型コロナウイルスワクチンを 2 度接種済で 2週間経過（11月 29日 までに接種完

了）している方、または試合日から遡って 72 時間以内（12月 9日以降）に PCR 検査を受

検し陰性を証明できる方）等に変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

【来場を希望する方へ】                                         

1. 以下の方は来場を見合わせてください。 

（1）体調がよくない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常などの症 

状がある場合） 

（2）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

（3）過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域 

などへの渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

 

2. ご来場にあたっての注意事項 

（1）ご来場の方は JFA.jp内 「来場に際して/禁止事項」を必ずお読みの上、遵守をお願 

いします。 

（2）当日は入場ゲートで検温を行います。体温が 37.5 度以上の場合は入場できませんの 

で、あらかじめご了承ください。また、入場をお断りさせていただいた際のチケッ 

ト代金、手数料、会場までの交通費等は一切返金いたしません。あらかじめご了承 

ください。 

（3）以下の事項をご確認の上、遵守をお願いいたします。 

http://www.jfa.jp/match/emperorscup_2021/rule.html


・マスクを着用してください 

※マスク着用を義務付けない例外は以下のとおりとします 

乳幼児：着用しないことが望ましい（保護者の判断による） 

上記を除く未就学児：着用するかしないかは保護者の判断による 

※着用を拒否する場合、入場を認めない場合もございます。 

・大声を出すことによる飛沫拡散を防ぐため、「応援を扇動する」「歌を歌うなど声を 

出しての応援、指笛」「トラメガを含むメガホンの使用」「チャント・ブーイング」 

等はお止めください。 

  ・手を介した接触による感染を防ぐため、手洗い、手指消毒をこまめに行ってくださ 

い。 

  ・入場ゲート、売店、トイレ等で密集しないように間隔を開けてお並びください。 

  ・会場ではアルコール類の販売は致しません。また、持ち込みも禁止とします。 

  ・飲食時にマスクを外すことで飛沫が飛び感染する可能性が高まるため、飲食時にマ 

スクを外している間は話さない、話しかけないようにしてください。また、飲食後 

は速やかにマスクを着用ください。 

 

3.来場者情報のご登録のお願い 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のための個人情報提供のお願い 

氏名、電話番号、メールアドレス、居住エリア、観戦エリア等をご登録いただきます。  

以下のいずれかの方法でご登録をお願いいたします。 

(1) 天皇杯試合ページに掲載されている QRコードからフォームに入力  

（2）試合当日に会場に掲示されている QRコードからフォームに入力 

(3) 会場で紙のフォームに記入 

 

【試合概要】                                             

 ■マッチ NO 【88】 

■日時  2021年 12 月 12 日(日) 14:00キックオフ（12：00開門予定） 

 ■会場  等々力陸上競技場  

 ■対戦  川崎フロンターレ VS 大分トリニータ 

 

【会場アクセス】                                    

 ■等々力陸上競技場 

  詳細は JFA.jpよりご確認ください 

 ■直行臨時バス 

○「武蔵小杉駅北口⇔等々力（正面広場）」直行臨時バス（有料） 

キックオフ 3時間前（11:00）から運行されます。 

※バス車内の密を避けるため、乗車人数を制限して運行いたします。 

※乗車の際は、マスクの着用など咳エチケットを徹底し、乗車中の会話を控える、乗 

車前後の消毒液の活用や混雑緩和のためにも荷物は体の前に抱える等、密を避ける 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

http://www.jfa.jp/match/emperorscup_2021/match_page/m88.html


○「武蔵小杉駅横須賀線口⇔等々力」直行臨時バス ※運行はございません 

■その他 

  ※東駐車場（10 番ゲート裏）は関係駐車場となります。公共交通機関でのご来場をお 

願いいたします。 

  ※来場者の安全への配慮から、等々力陸上競技場正面の道路は車両通行止になりま

す。 （試合当日のキックオフ 4時間前～試合終了 2時間後まで） 

 

【チケット情報】                                              

■販売開始日時 12 月 5日(日) 10:00～ 

■券種 全席指定 

■購入方法 こちら（JFA.jp）よりご確認ください 

■席割図

 

■チケット価格  

席種 スタンド 前売り 当日 

SS ﾒｲﾝ ¥5,300 ¥6,300 

S ﾒｲﾝ・ﾊﾞｯｸ ¥4,300 ¥5,300 

SA ﾒｲﾝ・ﾊﾞｯｸ ¥3,300 ¥4,300 

ゴール裏指定 A(一般) ﾍﾞﾝﾁ右ｺｰﾅｰ付近・ｺﾞｰﾙ裏（1F 立見含む） ¥2,100 ¥2,600 

ゴール裏指定 A(高校生) ﾍﾞﾝﾁ右ｺｰﾅｰ付近・ｺﾞｰﾙ裏（1F 立見含む） ¥1,600 ¥2,100 

http://www.jfa.jp/match/emperorscup_2021/ticket.html


ゴール裏指定 A(小中学生) ﾍﾞﾝﾁ右ｺｰﾅｰ付近・ｺﾞｰﾙ裏（1F 立見含む） ¥1,100 ¥1,600 

ゴール裏指定 B(一般) ﾍﾞﾝﾁ左ｺｰﾅ-付近・ｺﾞｰﾙ裏（1F 立見含む） ¥2,100 ¥2,600 

ゴール裏指定 B(高校生) ﾍﾞﾝﾁ左ｺｰﾅｰ付近・ｺﾞｰﾙ裏（1F 立見含む） ¥1,600 ¥2,100 

ゴール裏指定 B(小中学生) ﾍﾞﾝﾁ左ｺｰﾅｰ付近・ｺﾞｰﾙ裏（1F 立見含む） ¥1,100 ¥1,600 

※上記金額には消費税が含まれます。 

※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。 

※全席指定席です。ゴール裏も指定席となります。 

※座席番号の指定はお選びいただけますが、在庫がない場合にはその限りではありません 

のでご了承ください。 

※メイン S席の一部（グループシート、ペアシート、テーブルシート）についてはセット 

の販売となります。 

※大旗を使用できるのは次に記載するエリアの最前列のみとなります。 

ゴール裏指定席 B（ベンチ左側）、ゴール裏指定席 A（ベンチ左側）1階立見席、ゴール 

裏指定席 B（ベンチ右側）1階立見席、ゴール裏指定席 A（ベンチ右側）1階立見席 

※ゴール裏指定 B席（ベンチ左側）では、ベンチ右側チームのユニフォームやグッズ、対 

戦相手を連想させるものを身に着けての観戦はできません。 

※ゴール裏指定 B席（ベンチ右側）では、ベンチ左側チームのユニフォームやグッズ、対 

戦相手を連想させるもの身に着けての観戦はできません。 

※ゴール裏指定席 1Fは立見席がございます。 

※未就学児童は、大人 1名につき 1名まで無料で入場可能です。ただし、大人のひざの上 

での観戦となります。空いているお席にお座りいただくことはできませんのでご注意く 

ださい。 

 

■車椅子席 

車椅子席で観戦をご希望の方は下記フォームよりお申し込みください。 

申込フォーム→ https://forms.gle/WVmd8goivRuwHYaN8 

 

・申込受付期間 12 月 6日（月）10:00～ 12月 8日（水）まで 

・チケット価格 

 SS 席 SA 席 指定 A 一般 指定 A 高校 指定 A 小中 

前売りのみ ￥5,300 ￥3,300 ￥2,100 ￥1,600 ￥1,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/WVmd8goivRuwHYaN8


・席割図（   ）部分が車椅子席 

 

・車椅子席に関するお問い合わせ先 

 （一社）神奈川県サッカー協会事務局 

  TEL：0466-45-4545 平日 10:00～13：00、14:00～17:30 

 

【スタジアムマップ】                                

 ■場内 ※準備中 

 ■場外 ※準備中 

 

【観戦ルール/マナー】                                           

  ご来場されるすべての皆様が安全で快適にご観戦いただけるよう、観戦ルール/マナ

ーを設定しました。 

ご入場の際には、ルール遵守にご協力くださいますよう、皆様のご理解をお願い申し 

上げます。 

なお、JFA試合運営管理規（http://www.jfa.or.jp/match/regulation/index.html） 

を遵守できない場合は、当該サポーター並びに応援チームに対する罰則が適用される可 

能性もございますので予めご了承ください。 

 

■開場時間について 

 12:00予定 

  

■入場ゲートについて 

・再入場は出来ませんので予めご了承ください。 

 ・安全確保のため、一部緩衝地帯を設ける場合があります。その際は、通行が規制され 

ますので、予めご了承ください。 



・当日は、お近くの係員の指示に従ってください。 

・サイドは、メインスタンド(チームベンチ側スタンド)から見た方向により「左側」 

「右側」と表記しています。 

  ▽メインスタンド側車椅子指定席 ⇒ Bゲート（係員がエレベーターをご案内いします） 

  ▽バックスタンド側車椅子指定席 ⇒ 10番ゲート 

  ▽SS席/S席メインスタンド/SA席メインスタンド ⇒ Bゲート 

  ▽S席バックスタンド（ベンチ左側）/SA席バックスタンド（ベンチ左側） 

ゴール裏指定 A席（ベンチ左側）/ゴール裏指定 B席（ベンチ左側） 

⇒ 7番ゲート 

▽S 席バックスタンド（ベンチ右側）/SA席バックスタンド（ベンチ右側） 

ゴール裏指定 A席（ベンチ右側） 

⇒ 10 番ゲート 

▽ゴール裏指定 B席（ベンチ右側） ⇒ 13番ゲート 

   

  

■横断幕掲出箇所及び応援エリアについて 

・横断幕掲出可能エリア 

 



 

 

 

・大旗は Lフラッグ（H1,015×W1,575mm）超えるサイズとします。 

・「Lフラッグ(H1,015×W1,575mm)サイズまでの旗の使用（旗を振る、掲げる等）」「タオル 

マフラーを振るもしくは回す」はどのエリアでも可能です。ただし、どちらの行為も自 

席にて周囲の迷惑とならないようにご配慮ください。 

・鳴り物（太鼓・応援ハリセン等）は自席で叩ける物のみ使用可能です。 

・ゴール裏指定 B席（ベンチ左側）では、ベンチ右側チームのユニフォームやグッズ、そ 

の他対戦相手を連想させるものを身に着けての観戦はできません。 

・ゴール裏指定 B席（ベンチ右側）では、ベンチ左側チームのユニフォームやグッズ、そ 

の他対戦相手を連想させるものを身に着けての観戦はできません。 

・ゴール裏指定 B席以外のエリアでは、周囲の状況によりトラブルになりかねない場合、 

係員よりお声がけさせていただくことがございます。 

 

■待機列について 

 試合開催当日の午前 7:00前までの、入場ゲートでの入場待ち（シート張りも含む）は 

禁止です。※午前 7:00前に張られているシート等は全て撤去させていただきます。 

 

■開門前幕入れ時間について 

・開門 1時間前から横断幕の事前掲出を可能といたします。掲出および撤収の際に密にな 

らないよう十分に配慮お願いします。 

・開門１時間前（11時）に下記ゲート前にお集まりください。 

 ●川崎フロンターレ⇒7番ゲート前 

 ●大分トリニータ⇒13番ゲート前 

 ※必要最低限の人数での作業にご協力ください。 

 ※当日の警備担当者の指示に従ってください。 

 

※注意事項 

・横断幕掲出可能場所は、『横断幕掲出可能エリア』に記載の範囲内となります。 

川崎フロンターレ

横断幕の掲出可能エリア

大分トリニータ

横断幕の掲出不可エリア

メインスタンド　/　バックスタンド中央部分

立ち上がっての 鳴り物の 大旗の

応援 使用 使用

ゴール裏指定A（ベンチ左側）１F立見席 ○ × ○最前列のみ

ゴール裏指定B（ベンチ左側） ○ ○ ○最前列のみ

ゴール裏指定A（ベンチ右側）１F立見席 ○ × ○最前列のみ

ゴール裏指定B（ベンチ右側）１F立見席 ○ ○ ○最前列のみ

その他 × × ×

応援について

エリア



・係員、警備員の指示に従っての横断幕掲出にご協力をお願いいたします。 

・座席案内表記、エントランス表記、非常灯等を隠してしまうような掲出はできません。 

・立入禁止場所への侵入及び掲出はできません。 

・通路・階段をまたぐ、また座席をふさいでの掲出はできません。 

・観客の視界をさえぎるような掲出はできません。 

・ゴール裏２階席最前部分については、手すりの下部のみ掲出可能、かつ、１階席のお客 

様の視界を妨げる掲出はご遠慮ください。 

・スタジアム外壁部分への掲出はできません。 

・フィールドレベルへの掲出はできません。 

・誹謗中傷する内容の横断幕、旗の掲出はできません。 

 

■スタジアム内での喫煙について 

・新型コロナウイルス感染拡大防止および受動喫煙と健康被害防止のため、スタジアム内 

すべての喫煙所を閉鎖いたしますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたしま 

す。 

 

■その他禁止事項 

・椅子の上に立ち上がっての観戦、応援はご遠慮ください。 

・フェンスや手すりに腰掛ける、またがる、足をかける行為、手すりより身を乗り出して 

の観戦、応援は危険ですのでお止めください。 

・ホーン類（チアホーン、ガスホーン、ブブゼラ等）、音響機器、レーザーポインタ等試 

合の運営や進行を妨害する恐れのある物の持込み、使用は禁止です。 

・紙吹雪、紙テープ、風船等のピッチに飛び込む恐れのあるものの持込み、使用は禁止で 

す。 

・ビン・カン類の持ち込みは禁止されています。入場前に紙コップへ移し変えてご入場く 

ださい。  

・ガムテープの使用は禁止です。 

 

※以上のことが守られない場合、退場していただく場合がございます。 


