
第2回埼玉県スポーツ鬼ごっこフレンドリーマッチ

https://onisaitama.com

埼玉県内のスポーツ鬼ごっこ情報はこちら→

２０１９年１１月３０日（土）ふじみ野市第２運動公園
１２時～１８時 体育館アリーナ

場 所：ふじみ野市第２運動公園体育館（埼玉県ふじみ野市福岡５）
共 催：埼玉県スポーツ鬼ごっこ連盟・ふじみ野市スポーツ鬼ごっこ連盟
協 力：ふじみ野ラビリティ・浦和スポーツクラブ・ふくはらスポーツクラブ

アタゴッチ、三宿こどもアスリートクラブ
カテゴリー：小学生低学年クラス、小学生高学年クラス、大人クラス（中学生以上）、混合クラス
チーム構成：1チーム7名以上
大会ルール：基本的にスポーツ鬼ごっこ公式ルールに準ずる
参 加 費：500円/人（当日チーム単位で受付）
参加チーム：計23チーム

小学生（低学年）クラス ４チーム、小学生（高学年）クラス ６チーム
大人（中学生以上）クラス ５チーム、混合クラス ８チーム

埼玉県内及び近隣のスポーツ鬼ごっこクラブが参加する合同練習会に
より、スポーツ鬼ごっこを通じたチーム間、個人間の親睦を深め、

埼玉県内で鬼ごっこをみんなで楽しんで盛り上げていくのが
「フレンドリーマッチ」です。

フレンドリーマッチは、大会ではなく気軽な練習試合です。試合レベルは「エンジョイ」です。初級～
中級クラスのための練習試合ですので、普段大会にあまり参加していないチームやはじめての試合に参
加する子どもから大人までの選手のみなさんを歓迎します。

///お知らせ/// 【新メンバー募集】埼玉県トレセン2020キックオフ交流会
日時：2019年12月14日（土）13～18時（受付12時30分～）
場所：ふじみ野市第2運動公園体育館 参加費：500円/人

埼玉県連盟では、月に1回程度埼玉県トレセンを定期開催しています。埼玉県トレセンとは、スポーツ鬼ごっこの戦術や技術を習得し、
お互いに切磋琢磨しながら競技レベルの向上を図ることを目的とした練習会です。今回、埼玉県トレセン2020の始動に先立ち、キック
オフ交流会を開催します。キックオフ交流会では埼玉県トレセンの主旨や進め方についてご説明させていただくとともに、埼玉県トレ
セン2019に参加している選手との合同練習を行います。 ※お申し込みは公式サイトより→https://onisaitama.com/toresen2020/



タ

イ

ム

ス

ケ

ジ

ュ

ー
ル

12:00 開場・コート設営

12:10 受付・アップ

12:20 開会式

第１部 カテゴリー 審判 審判

12:30 第1試合 大人 アタゴッチ焼き鳥とビール VS 三宿キキミミラ ふじみ野 浦和スポーツクラブ VS ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野

12:40 第2試合 高学年 ふじみ野タケポックル VS ふくはらSCスポ鬼 浦和スポーツクラブ アタゴッチゴツもり VS 三宿ハナピクリ 浦和スポーツクラブ

12:50 第3試合 低学年 浦和スポーツクラブ VS ふじみ野ウメポックル 三宿 ふくはらSCスポ鬼 VS アタゴッチミラクルズ ふじみ野

13:00 第4試合 高学年 浦和スポーツクラブ VS ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野 アタゴッチサンダー VS 三宿ハナピクリ ふじみ野

13:10 第5試合 低学年 浦和スポーツクラブ VS アタゴッチミラクルズ ふじみ野 ふくはらSCスポ鬼 VS ふじみ野ウメポックル アタゴッチ

13:20 第6試合 大人 ふじみ野マツボックリ VS 浦和スポーツクラブ 三宿 ふくはらSCスポ鬼 VS アタゴッチ焼き鳥とビール 三宿

13:30 第7試合 高学年 ふくはらSCスポ鬼 VS 三宿ハナピクリ アタゴッチ ふじみ野タケポックル VS 浦和スポーツクラブ アタゴッチ

13:40 第8試合 低学年 浦和スポーツクラブ VS ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野 アタゴッチミラクルズ VS ふじみ野ウメポックル 浦和スポーツクラブ

13:50 第9試合 高学年 浦和スポーツクラブ VS アタゴッチゴツもり ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野タケポックル VS アタゴッチサンダー 三宿

14:00 第10試合 低学年 浦和スポーツクラブ VS ふじみ野ウメポックル アタゴッチ ふくはらSCスポ鬼 VS アタゴッチミラクルズ ふじみ野

14:10 第11試合 大人 ふじみ野マツボックリ VS ふくはらSCスポ鬼 アタゴッチ 浦和スポーツクラブ VS 三宿キキミミラ アタゴッチ

14:20 第12試合 高学年 ふくはらSCスポ鬼 VS アタゴッチサンダー ふじみ野 浦和スポーツクラブ VS 三宿ハナピクリ ふじみ野

14:30 第13試合 低学年 浦和スポーツクラブ VS アタゴッチミラクルズ ふじみ野 ふくはらSCスポ鬼 VS ふじみ野ウメポックル 浦和スポーツクラブ

14:40 第14試合 大人 浦和スポーツクラブ VS アタゴッチ焼き鳥とビール ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野マツボックリ VS 三宿キキミミラ ふくはらSCスポ鬼

14:50 第15試合 高学年 浦和スポーツクラブ VS アタゴッチサンダー ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野タケポックル VS アタゴッチゴツもり 三宿

15:00 第16試合 低学年 浦和スポーツクラブ VS ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野 アタゴッチミラクルズ VS ふじみ野ウメポックル 三宿

15:10 第17試合 大人 ふくはらSCスポ鬼 VS 三宿キキミミラ 浦和スポーツクラブ ふじみ野マツボックリ VS アタゴッチ焼き鳥とビール 浦和スポーツクラブ

15:20 第18試合 高学年 ふくはらSCスポ鬼 VS アタゴッチゴツもり 浦和スポーツクラブ ふじみ野タケポックル VS 三宿ハナピクリ 浦和スポーツクラブ

第２部 カテゴリー 審判 審判

15:30 第19試合 混合 ふじみ野混合A VS 浦和スポーツクラブ混合A 三宿ニラミンコ アタゴッチ混合A VS ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野混合B

15:40 第20試合 混合 三宿ニラミンコ VS ふじみ野混合B ふくはらSCスポ鬼 浦和スポーツクラブ混合B VS アタゴッチ混合B ふじみ野混合A

15:50 第21試合 混合 ふじみ野混合A VS アタゴッチ混合A 三宿ニラミンコ 浦和スポーツクラブ混合A VS ふくはらSCスポ鬼 ふじみ野混合B

16:00 第22試合 混合 三宿ニラミンコ VS 浦和スポーツクラブ混合B ふじみ野混合A ふじみ野混合B VS アタゴッチ混合B ふくはらSCスポ鬼

16:10 第23試合 混合 ふじみ野混合A VS ふくはらSCスポ鬼 アタゴッチ混合B 浦和スポーツクラブ混合A VS アタゴッチ混合A ふじみ野混合B

16:20 第24試合 混合 三宿ニラミンコ VS アタゴッチ混合B ふじみ野混合A ふじみ野混合B VS 浦和スポーツクラブ混合B ふくはらSCスポ鬼

16:30 第25試合 混合 ふじみ野混合A VS 三宿ニラミンコ 浦和スポーツクラブ混合A ふくはらSCスポ鬼 VS アタゴッチ混合B 浦和スポーツクラブ混合B

16:40 第26試合 混合 アタゴッチ混合A VS 浦和スポーツクラブ混合B ふじみ野混合A 浦和スポーツクラブ混合A VS ふじみ野混合B 三宿ニラミンコ

16:50 第27試合 混合 浦和スポーツクラブ混合A VS 三宿ニラミンコ アタゴッチ混合A ふくはらSCスポ鬼 VS 浦和スポーツクラブ混合B アタゴッチ混合B

17:00 第28試合 混合 ふじみ野混合A VS 浦和スポーツクラブ混合B 三宿ニラミンコ 浦和スポーツクラブ混合A VS アタゴッチ混合B ふじみ野混合B

17:10 第29試合 混合 アタゴッチ混合A VS 三宿ニラミンコ ふじみ野混合A ふくはらSCスポ鬼 VS ふじみ野混合B 浦和スポーツクラブ混合B

17:20 第30試合 混合 ふじみ野混合A VS アタゴッチ混合B 浦和スポーツクラブ混合A ふくはらSCスポ鬼 VS 三宿ニラミンコ アタゴッチ混合A

17:30 第31試合 混合 アタゴッチ混合A VS ふじみ野混合B ふくはらSCスポ鬼

17:40 閉会式・全体写真撮影

17:50 コート片付け

17:55 完全撤収

Aコート Bコート

Aコート Bコート

■試合ルール：競技時間：5分1本（タイムアウトなし）。第１部は事前登録チームで出場し、第２部はコート内にU-9が1名以上、中学生以上が3名以内、U-12は制限なしの7名で構成を基本とする。
■審判：主審は2級または3級ライセンス以上の熟練者、副審2名は3級ライセンスもしくは同等の経験者、得点係2名はどなたでもOKです。
■注意事項：今回は親善試合のため、表彰は行いません。すべての試合が実施できない場合があります。準備や片づけ、進行など円滑な運営に、皆様のご協力をよろしくお願いします。


