
 

以下の通り開催されます天皇杯 JFA 第 102 回全日本サッカー選手権大会の 2 回戦の試合実施にあたり、

会場整理の運用についてご案内いたします。 

 

□期日・対戦 

 【30】6 月 8 日（水）19：00 キックオフ FC 東京 vs 富士大学 

 

□会場：味の素スタジアム 

 

□来場に際して/禁止事項 

・(公財)日本サッカー協会の「JFA 競技運営管理規定」により運営致します。 

http://www.jfa.jp/documents/rules/ 

・感染症対策については、「JFA サッカー活動再開に向けたガイドライン」に従って運営を行います。 

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

ご来場にあたり、JFA 発信の「来場に際しての事前のご案内」と「会場における禁止事項」を遵守い

ただきますようお願いします。 

http://www.jfa.jp/match/emperorscup_2022/rule.html 

・感染対策の一環として、入場券（当日券）の試合会場での販売はございません。 

 チケットを購入・発券できる店舗（コンビニ等）にて入場券の事前購入・発券を済ませた上で、試合

会場へのご来場下さい。（6/8 当日は 20:30 まで購入できます） 

 ※スタジアムから一番近い購入場所は、飛田給駅前のセブンイレブンです。（端末より、「チケットぴ

あ」を選択して該当する試合をご購入下さい。） 

 

※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。 

 

□来場に際しての事前のご案内 

① 以下事項に該当する場合は、ご来場を見合わせてください 

・体調がすぐれない場合（例：発熱、咳、喉の痛み、だるさ、味覚嗅覚の異常など、新型コロナウイル

ス感染症の症状がある場合） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

・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、地域等への渡航または



当該在住者との濃厚接触がある場合 

なお、これらの事項に該当する場合、チケット代金およびその手数料並びに会場までの交通費等の返金

は応じかねます。 

② 入場ゲートで体温を測定します 

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。その際、チケット代金およびそ

の手数料並びに会場までの交通費等の返金は応じかねます。 

③ マスクを着用してください 

※スタジアムでのマスクの配布はございませんので、各自ご準備ください 

※熱中症対策によりマスクを外す場合は、社会的距離(できるだけ 2m、最低 1m)、咳エチケットにご配

慮ください 

※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 

④ 手洗い、手指消毒をこまめに行ってください 

⑤ 社会的距離(できるだけ 2m、最低 1m)を確保してください(入退場時、トイレの列など) 

⑥ 食事中は会話をお控えください 

⑦ 観戦時は、座席からの移動を禁止します 

（スタンド前方へ移動して選手に声をかける等） 

⑧ スタジアムの外でも、社会的距離（できるだけ 2ｍ、最低 1ｍ）の確保はもとより、大声での発声、

歌唱や声援、密集等、感染リスクのある行動を回避してください 

⑨ 保健所の積極的疫学調査にあたり、濃厚接触者に該当する可能性のある観客の情報提供に協力するた

め、の個人情報（氏名、電話番号、居住エリア等）、スタンドエリア内観戦位置の情報提供にご協力く

ださい。個人情報の管理を徹底した上で実施します。 

 

□入場方法 

入場にあたり、以下の対応につきましてご協力ください。 

①手指の消毒 

②サーモグラフィーおよび非接触型体温計による検温。（発熱が疑われる場合、非接触・接触型体温計

による検温を行います） 

③来場者情報の登録 

※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、観戦人数をご登録いただきます。 

天皇杯試合ページに掲載されています QR コードより、来場者情報を事前にご登録いただくか、試合当

日に会場に掲示されている QR コードからのご登録、もしくは手書きによるご登録をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



【来場者情報登録方法（いずれかの方法にて行って下さい。）】 

1. QR コードで個人情報取得フォームに入力 

 

2. 以下の URL から個人情報取得フォームに入力 

https://onl.bz/pRByXYh 

3. 会場にて、紙のフォームに直接記入（記入場所・用紙は現地の係員にお尋ね下さい。） 

 

□再入場について 

本試合は再入場できません。 

 

□スタジアムレイアウト 

  
 

□待機列 

 ・メインゲート待機列 

  FC 東京/スタジアム駐車場入口横（三角広場内） 

  富士大学/ユーロスポーツ横（ペデ 1 階段前） 

※ゴール裏で観戦する方は、メインゲート待機列にお並び下さい。 

 ・バックゲート待機列

  スタジアム駐車場入口脇歩道 

メイン３ゲート 

バック２ゲート 

富士大学 

待機列 

FC 東京 

メインゲート待機列 

日本サッカー後援会 引換所 

プログラム販売 

プログラム販売 

FC 東京 

バックゲート待機列 



 

 

□待機列スケジュール 

NO ゴール裏自由席の方 

（ベンチ左側） 

指定席の方（ベンチ左側） ゴール裏自由席の方 

（ベンチ右側） 

①  6 月 6 日 22:00 以降  

場外待機列の整理 

  

②  6 月 8 日 13:00  

場内への移動 

6 月 8 日 13:00  

場内待機列の整理 

6 月 8 日 13:00  

場内待機列の整理 

③  6 月 8 日 17:00 入場前準備 6 月 8 日 17:00 入場前準備 6 月 8 日 17:00 入場前準備 

④  入場 

【待機列スケジュール説明】 

① 場外待機列の整理(6 月 6 日(月)22:00～) 

指定された場所に順番にペットボトルにて場所取りをお願いいたします。 

② 場内への移動(試合当日 13:00) 

スタッフにてペットボトルを場内待機列エリアに移動させます。代表者の方を含めて、この時

点でスタジアムにご来場いただく必要はありません。 

13:00 以降に待機列に並ばれる方は、待機列エリアの列最後尾にお並びください。 

③ 入場前準備(開門 30 分前) 

場所取りをされた方全員が、対象となる開門時間の 30 分前に待機列エリアにお戻りください。 

集合時にいない方は場所取りを無効とさせていただきます。待機列に戻った後、入場までは待

機列を離れることはできません。 

 □当日スケジュール 

13:00      場内への移動、場内待機列の整理  

  15:30～17:00 横断幕事前搬入および掲出（チケットが必要です） 

  17:00      日本サッカー後援会引換開始 

17:30               開門 

  ・時間については、状況により、予告なく変更になる可能性がありますので予めご了承下さい。 

  ※待機列に並ぶ際は、水分補給など体調管理は各自の責任において行って下さい。 

※バナー(旗、横断幕)の事前準備をされる方には、開門 120 分前にスタジアム敷地内の「ユーロス

ポーツ味の素スタジアム店横三角広場」にお集まりください。事前準備をされる方についても検温

を実施し、37.5 度以上の場合にはご入場いただけませんので、予めご了承ください。また、開門後

のバナー（旗、横断幕）掲出も可能です。 

 

【待機列を作る際の、注意事項】 

・6 月 6 日(月)22:00 以降にペットボトルの設置を開始する際は、警備員の指示に従ってください。 

・試合日を含めて味の素スタジアムご来場時の路上駐車や近隣店舗の駐車場への無断駐車はご迷惑と

なりますので固くお断りいたします。 

・不要なトラブルを避けるために運営へのご協力を何卒よろしくお願い致します。 

 



□使用ゲート 

・メイン３ゲート 

ＦＣ東京（ゴール裏自由席ベンチ左側）／富士大学（ゴール裏自由席ベンチ右側） 

※メイン３ゲートは、待機列解消後は全席種、入場可 

・バック２ゲート 

ゴール裏自由席ベンチ左側・ＳＡ指定席 

※チーム分割なし 

※南ゲートより、アジパンダ広場は通り抜けできません。 

 

□使用スタンド 

 ・下層スタンド（一部閉鎖エリアあり） 

  ※上層スタンドは閉鎖させていただきます。 

 

□応援幕掲出位置 

 ・FC 東京 

自陣側ゴール裏下層スタンド最前部 

下層バックスタンド中央部より自陣側スタンド最前部 

自陣側上層スタンド中通路および最上段手すり 

 ・富士大学 

  自陣側ゴール裏下層スタンド最前部 

下層バックスタンド中央部より自陣側スタンド最前部 

自陣側上層中通路及び最上段手すり 

  ※メインスタンドには掲出できません。 

※常設看板上には掲出できません。 

※下層バックスタンド中央部の看板のエリアには掲出できません。 

※設置場所の詳細は試合当日係員にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



□応援幕掲出位置 

 

 

□観戦ルール 

場内にて、以下行為を禁止します。 

 

 

 

 

 

 

・声を出す応援（禁止理由：飛沫感染につながるため） 

例：指笛・チャント・ブーイング、トラメガ・メガホン・トランペット など道具・楽器の使用 

・トラメガを含むメガホンの使用、応援の扇動（禁止理由：大声を出してしまうリスクがあるため） 

・人と接触する応援（禁止理由：接触感染につながるため） 



例：ハイタッチ・肩組みなど 

・「密」を作る応援（禁止理由：飛沫感染・接触感染のリスクが高くなるため） 

・観戦時の座席の移動（スタンド前方へ移動して選手に声をかけるなど） 

・お客様がいる席でのビッグフラッグ掲出（掲出希望の場合は、事前に運営・警備に掲出可否を確認） 

 

□その他の禁止行為・注意事項・皆様へのお願い 

・メインスタンド（M１～M16 エリア）及びバックスタンド（B32～B37 エリア）において、以下行

為を禁止します。 

  ①立ち続けての応援 

  ②太鼓等の鳴り物の持込み及び使用 

  ③大旗の持込み及び使用 

 ・場内にて以下行為を禁止します。 

➀大型荷物等他人に迷惑を及ぼす物品を持ち込むこと 

   また、他人の観戦に支障を及ぼすおそれのある大型の物を持ち込み、使用して応援をすること 

  ②紙吹雪、紙テープ、風船の持込み及び使用 

  ③スタンド最前フェンスに「またぐ、座る、立ち上がる」行為 

  ④椅子の上に立ち上がる、または椅子の背もたれに足をかける 

  ⑤フラッグ・ひも・テープ・旗ざお等を使用しての故意的な場所取り 

   ※一人でも多くの方が座れるよう、ご協力くださいますようお願いいたします。 

  ⑥無人航空機（ドローン、ラジコン機等）を持ち込むこと、又は飛行させること（施設外からの操

作を含む） 

  ⑦営利目的で競技・式典・観客等の写真撮影または動画撮影をすること 

  ⑧三脚等を含む大きな機材の使用、また他のお客様の観戦や試合運営を妨げる撮影行為 

  ⑨主催者の事前許可無く、大会の音声・映像の全部または一部を、インターネットその他メディア 

を通じて配信すること 

  ⑩試合の運営または進行を妨害し、他人（審判、参加チーム、サポーターその他一切を含む）に迷 

惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると主催者もしくは主催者の指定する警備従 

事員が認める行為をすること（暴力行為含む） 

  ⑪人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言また 

は行為をすること 

⑫アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、又は施設におい 

てこれらの影響により酩酊し、他人を脅迫、威圧、挑発する等著しく他人の行為等を阻害し、迷

惑となり、又は他人の嫌悪の情を催させる物品を持ち込み、又は行為すること 

   （酩酊とは：アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態をいう） 

  ⑬みだりに施設外で気勢を上げ騒音を出すこと 

  ⑭法令（法律、条例等）及び試合や施設ごとに別途定める観戦マナー/ルールに記載される禁止行

為及び記載事項に反する行為をすること 

  ⑮上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること 

 

 



□その他 

 ・ビン・カン類の持ち込みは禁止されておりますので入口にて紙コップに移し変えてご入場ください。 

  ※ペットボトルは持ち込み可。 

 ・身障者及び車椅子の方は、同伴の方についても入場券が必要となりますので、予めご了承ください。 

 ・本試合運営上で管理する一般来場者向けの駐車場はございませんので、公共交通機関や近隣のコイ 

ンパーキング等へ駐車の上、ご来場ください。 

 

上記ご注意の上、ご来場くださいますようお願い申し上げます。 

 


