
第５回 埼玉県スポーツ鬼ごっこクラブ選手権

２０２１年９月２５日（土）さいたま市大宮体育館

主催：埼玉県スポーツ鬼ごっこ連盟

後援：一般社団法人鬼ごっこ協会

協力：ふじみ野市スポーツ鬼ごっこ連盟、さいたまスポーツ鬼ごっこ愛好会、
ふじみ野スポーツ鬼ごっこ愛好会、ふじみ野ラビリティ、浦和スポーツク
ラブ、白岡Sport-Verein

カテゴリー：U-9クラス（9歳以下）、U-12クラス（12歳以下）、
エキシビションO-13クラス（13歳以上）

http://onisaitama.com

埼玉県内のスポーツ鬼ごっこ情報・最新の大会情報はこちら→

リアルタイム試合結果速報

Sports For All
遊びの王様「鬼ごっこ」がスポーツに

埼玉県独自の選手育成制度「スポーツ鬼ごっこ埼玉県トレセン2021」
もっと上達したい！本気でスポーツ鬼ごっこに取り組んでみたくなったら「埼玉県トレセン」にご参加
ください。埼玉県トレセンとは、各チームから推薦された選手と公認ライセンス指導者らが集まり、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。現在は、小学生から大人まで90名が選手登録して月に1～2回程度活動しています。

@saitamaoni

鬼ごっこリーグ

本大会は（一社）鬼ごっこ協会「鬼ごっこリーグ（https://onigokko.fun/）」の対象です。
大会グレード「グランドスラム（４チーム以上）」のポイント申請が可能です。



13:00 開場

13:30 受付開始・代表者会議

13:40 ウォームアップタイム

14:00 開会式

カテゴリー 主審 副審 副審 得点 主審 副審 副審 得点

14:20 第1試合 O13 たま鬼O-13 VS ふじみ野ラビリティ 山崎卓 鵜殿 山崎智 ふじみ野A

14:30 第2試合 U12 白岡SV VS たま鬼A 金子 鵜殿 小島 浦和 たま鬼B VS ふじみ野ラビリティ 樋口 山崎卓 山崎智 浦和

14:40 第3試合 U9 ふじみ野ラビリティ VS 浦和スポーツクラブ 佐野 藪 市場稜 白岡SV ふじみ野愛好会 VS たま鬼U-9 金子 白須 秋山 白岡SV

14:50 第4試合 O13 たま鬼O-13 VS ふじみ野愛好会A 成澤 白須 秋山 ラビリティ ふじみ野愛好会B VS 浦和スポーツクラブ 樋口 金子沙 小島 ラビリティ

15:00 第5試合 U12 白岡SV VS たま鬼B 成澤 白須 秋山 ラビリティ たま鬼A VS 浦和スポーツクラブ 金子 金子沙 小島 ラビリティ

15:10 第6試合 U9 ふじみ野ラビリティ VS ふじみ野愛好会 佐野 齊藤 藪 たま鬼 浦和スポーツクラブ VS 白岡SV 樋口 白須 秋山 たま鬼

15:20 第7試合 O13 ふじみ野愛好会A VS ふじみ野ラビリティ 佐野 齊藤 市場稜 ふじみ野B

15:30 第8試合 U12 白岡SV VS 浦和スポーツクラブ 金子 金子沙 小島 たま鬼B たま鬼A VS ふじみ野ラビリティ 樋口 白須 成澤 たま鬼B

15:40 第9試合 U9 ふじみ野ラビリティ VS 白岡SV 成澤 金子沙 樋口 ふじみ野 浦和スポーツクラブ VS たま鬼U-9 金子 白須 秋山 ふじみ野

15:50 第10試合 O13 たま鬼O-13 VS ふじみ野愛好会B 成澤 白須 秋山 ラビリティ ふじみ野愛好会A VS 浦和スポーツクラブ 樋口 金子沙 小島 ラビリティ

時間調整

16:10 第11試合 O13 ふじみ野愛好会B VS ふじみ野ラビリティ 齊藤 山崎卓 鵜殿 浦和

16:20 第12試合 U12 白岡SV VS ふじみ野ラビリティ 佐野 齊藤 市場稜 たま鬼A たま鬼B VS 浦和スポーツクラブ 樋口 金子沙 小島 たま鬼A

16:30 第13試合 U9 ふじみ野ラビリティ VS たま鬼U-9 金子 山崎卓 山崎智 浦和 ふじみ野愛好会 VS 白岡SV 佐野 齊藤 鵜殿 浦和

16:40 第14試合 O13 たま鬼O-13 VS 浦和スポーツクラブ 成澤 白須 秋山 ラビリティ ふじみ野愛好会A VS ふじみ野愛好会B 樋口 金子沙 小島 ラビリティ

16:50 第15試合 U12 ふじみ野ラビリティ VS 浦和スポーツクラブ 佐野 白須 成澤 白岡SV たま鬼A VS たま鬼B 樋口 金子沙 小島 白岡SV

17:00 第16試合 U9 たま鬼U-9 VS 白岡SV 成澤 白須 秋山 ラビリティ 浦和スポーツクラブ VS ふじみ野愛好会 佐野 金子沙 小島 ラビリティ

17:10 第17試合 O13 浦和スポーツクラブ VS ふじみ野ラビリティ 佐野 齊藤 藪 たま鬼

17:20 全試合終了

17:50 閉会式・表彰式

19:00 閉場

主審：２級ライセンス保持者の方にご協力をお願いします。
副審：３級ライセンス保持者の方のご協力をお願いします。
得点係：各チームから2～4名（保護者・選手等）のご協力をお願いします。

Aコート Bコート

スケジュール

大会ルール概要

・審判員：3人制（主審1人、副審2人）、得点係2人

・競技時間：１試合６分間（前後半なし）、ハーフタイムなし、ロスタイムなし。

・タイムアウト：なし

・ゲーム開始時：S エリアからスタートする際は、片足がS エリアに入っていればよい。

・タッチをされた選手は、Ｓエリア内のリスタートエリアに戻らなければならない。

・カテゴリーごとのリーグ戦（総当り戦）で順位決定する。

・リーグ戦の勝敗決定方法：①勝ち点②得失点差③得点④失点⑤直接対決の順番で勝利チーム

・リーグ戦は延長戦は行わない。同点の場合は引き分けとなる。

・トレジャー（宝）を落とす又はホーム（台）を倒すという行為を、チームで3 回行った場合は相手チー

ムへ得点１を得る。

・イエローカード・レッドカード：イエローカード2枚でレッドカードとなり、該当選手は1分間の退場と

なる。

・ブルーカード：相手陣地に20～30秒程度、どのような状況であれ攻撃の意思がない場合に適用。2枚で

相手チームに1点。

・選手交代は、テクニカルエリア側のリスタートエリアで交代選手同士が手で（エア）タッチして行う。

・その他詳細は、埼玉県クラブ選手権ルール要項の内容に準拠。

監督、コーチ、保護者の皆さまへ

・審判員は基本的には誤認はしないものであり、審判員に対してのリスペクト（敬意）を持ち試合に挑む

ことを徹底してください。

・監督1名のみが、テクニカルエリアに入ることができます。

・選手への過度な応援や、相手チームへの誹謗中傷を行った際には審判員から注意が入る場合があります。

※試合進行により、時間が前後する場合があります。

感染症対策の徹底のお願い
・来場者全員の検温（事前に検温してからご来場ください）
・会場内でのマスク着用（試合中を除く）
・手洗いや消毒の徹底してください
・その他詳細は「感染症対策ガイドライン」を必ずご確認ください


