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令和４年度 ロボカップジュニア 岐阜ブロック大会 

サッカービギナーズ競技 詳細要項 
 

大会名称 令和４年度 ロボカップジュニアジャパン岐阜ブロック大会 

目 的 岐阜ブロック内で活躍するロボカップジュニア参加者および広く科学技術に関する興味関心
を持つ子どもたちを対象に、 子どもたちの技術力、コミュニケーション・プレゼンテーション力の
発表、学習、評価と交流の場として競技会を提供する。 

また、上位大会である日本大会への参加チームの選抜も行う。 

主 催 

(共催・協力) 

ロボカップジュニアジャパン岐阜ブロック運営委員会 

(大垣市情報工房) 

後 援 ― 

開 催 日 コロナウィルス感染症防止対策のため、競技ごとの分散形式で大会を開催する 

サッカービギナーズ 令和5年1月22日 

開催時刻 9:00受付 9:30開会式 

開催場所 大垣市情報工房 2F 

開催競技 •サッカー：自律型ロボットを使ったサッカー競技
日本リーグ・サッカー：ビギナーズ 

適用ルール サッカー2022 年ルール 

※一部岐阜ブロック 2022 年大会向けにローカルルールを設定します。
なお、メンバー登録及び欠席者の扱いは以下の様に扱います。 

1. 参加チームの申し込みメンバーの変更、追加、減員については認めません。 

2. 一部のメンバーが欠場又は遅刻の場合でも、チームとして試合に参加することができます。 

3. 参加費については、チームに欠場者がいた場合でも名簿に基いてメンバーが責任を持って納付します。 

（今回は参加費はありません） 

選抜方法 各チャレンジで成績優秀と認められるチームをジャパンオープンへ選抜します。 

※大会終了後運営委員会にて選抜 
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参加資格 岐阜ブロック内の各ノード大会に参加し、各ノードから推薦されたチーム 

メディア露出承諾書の内容を確認し、ご同意いただける場合のみ参加できます。 

※今回はエントリーがノード経由のため参加と同時に同意いただいたものとします。詳細を確認し

たい方はノード長にお問い合わせください。 

エントリー費 無料 

参加申し込み 岐阜ブロックの各ノードから推薦を受けたチームは各ノード長を経由して申し込みを行ってくださ

い。 

ビギナー (締切 1 月 14 日(土)) 

※不明な点については所属ノード長にお問い合わせください。 
  

参加者が 

用意するもの 

・ポスター(A3 横サイズ 1 枚、またはA4 縦×2 枚以下で作成し当日持参) 

・車検チェックシート（WEB からダウンロード） 

・その他競技のために必要なものは各チームで用意して持参してください。 

(例：競技ロボット、パソコン、パソコンとロボットの接続ケーブル、延長コード、調整用工具、

予備電池、筆記用具、等) 

• ※なお、会場では各チームに対し、机、椅子、電源コンセントが提供されます。 

注意事項 1. 入場時に手指の消毒と体温の確認をお願いします。 

2. 会場内ではマスクの着用をお願いします。 

3. 以下の参加者につきましては、来場をお控えください。 

・発熱（37.5 度以上）や咳等の風邪症状の見られる方、体調のすぐれない方。 

・ご家庭や職場、学校など身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感染の可能

性のある方がいらっしゃる方 

4. 会場内は飲食禁止です。飲食は指定の場所でお願いいたします。 

(キャップ付きのペットボトル・水筒などの飲料はパドックでのみ可) 

5. ゴミはすべてお持ち帰りください。 

6. ロボットが誤作動を起こす可能性があるため、会場における写真撮影時等のフラッシュの使

用はご遠慮ください。  また、赤外線を利用したオートフォーカス機能を搭載したカメラ、ビデ

オのご使用もご遠慮ください。 

7. ロボカップジュニアは子供たちの自主的な成長を大切にしています。親御さんたちが手を出

すことは禁止されています。 

8. 技術的なアドバイスと勘違いされるような行動は控えてください。 

9. 保護者、メンター、一般の方は、下記エリアへの立ち入りを禁止されています。 

- 参加チームの調整ブース（パドック） 

- 調整中、競技中の競技フィールド（サッカー、レスキュー）及びその周囲 

- 調整中、競技中の OnStage 及びその周囲 

10. 感染状況により、保護者、メンター、一般の方の観戦はできなくなることもあります。 

お願い ロボカップジュニアの大会は、ボランティアにて運営されています。皆さまのスタッフ協力をお願いしま

す。 

お問い合わせ先 ●サッカービギナー競技大会について 

ロボカップジュニア大垣ノード 担当：浅野 

 メール robocupjunior-ogaki@mb.ginet.or.jp 

 電話 ０８０―２６４５―３０１８ 
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大  会  運  用  に  つ  い  て   

・天候により、日程を延期する場合があります。その場合、前日18 時までに状況判断しご連絡しま

す。 

・選手は 9:00 までに集合してください。遅れる場合は、必ず連絡ください。遅刻理由により配慮します 

・予選として 12 チームを４リーグに分けたリーグ戦を行い、決勝はリーグ戦の結果より上位２チームを上

位トーナメント、下位1チームを下位リーグ戦に分けて競技を行います。 

・ジャパンオープンの選抜については枠数が決まってからの扱いとなります。多くの世代にチャンスを与えるこ

と、またロボカップ精神や、競技マナーなどの点、ポスターの評価も加味して、必ずしも競技順位のみで選

抜が決まらない場合がある事をご理解ください。選抜チームについては運営委員会で協議の上決定しま

す。 

 

会場レイアウト   

競技会場 パドッグ 

選手・スタッフ受付 

食事室 

食事室 
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日本リーグサッカービギナー競技について  

 

競技方法  

◎午前はリーグ戦で予選を行う。 

 試合は、前半4分、ハーフタイム4分、後半4分、入替3分で行う。 

勝ち点は、勝利3、引分け1とし、勝ち点が同点の場合は得失点差、得点、失点の順で、評価を行い、リー

グ内順位を決定する。もし何らかの理由で欠席チームがあった場合には、その試合は０－０勝ち点１とす

る。上記の評価方法で予選リーグ終了時にすべてのチームの全リーグ内の評価順位を決定する。この評価は

午後決勝戦の同点の場合のみに使用されます。 

◎午後は各リーグ2位までのチームでトーナメント戦で決勝を行う。各リーグの3位のチームはリーグ戦で決勝を

行う。 

試合は、前半4分、ハーフタイム4分、後半4分、入替3分で行う。 

同点は午前行われたリーグ戦の全リーグ内の評価が上位のチームを勝利とする。 
 

全  体  ス  ケ  ジ  ュ  ー  ル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 第１コート 第２コート 

9:00 ～ 9:30 受付 調整 

9:30 ～ 10:00 開会式 

10:00 ～ 10:30 選手審判ミーティング 

10:30 ～ 10:45 Aリーグ① Cリーグ① 

10:45 ～ 11:00 Bリーグ② Dリーグ② 

11:00 ～ 11:15 Aリーグ③ Cリーグ③ 

11:15 ～ 11:30 Bリーグ④ Dリーグ④ 

11:30 ～ 11:45 Aリーグ⑤ Cリーグ⑤ 

11:45 ～ 12:00 Bリーグ⑥ Dリーグ⑥ 

12:00 ～ 13:00 昼休憩 

13:00 ～ 13:15 T① T② 

13:15 ～ 13:30 T③ T④ 

13:30 ～ 13:45 L① L② 

13:45 ～ 14:00 T⑤ T⑥ 

14:00 ～ 14:15 T⑦ T⑧ 

14:15 ～ 14:30 L③ L④ 

14:30 ～ 14:45 休憩 

14:45 ～ 15:00 T⑨ T⑩ 

15:00 ～ 15:15 L⑤ L⑥ 

15:15 ～ 15:30 T⑪ T⑫ 

15:30 ～ 16:00 集合写真・選手交流 

16:00 ～ 16:30 表彰 閉会式 
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午前  予選  リーグ戦  

 

 

 

 

 

 

 

午後  決勝  各リーグ2位まで→トーナメント戦   各リーグ3位→リーグ戦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライブ配信URL 

 

A コート 10:30～ B コート 10:30～ 

https://youtube.com/l

ive/NmOgOjLiMao?featu

re=share 

 

https://youtube.com/li

ve/uprTuT0dGeo?feature

=share 

 

 

  

Cリーグ 郡上１位 岐阜２位 大垣５位

郡上１位 第2コート① 第2コート⑤

岐阜２位 第2コート③

大垣５位

Dリーグ 中津川１位 大垣２位 大垣４位

中津川１位 第2コート② 第2コート⑥

大垣２位 第2コート④

大垣４位

Aリーグ 岐阜１位 大垣３位 大垣７位

岐阜１位 第1コート① 第1コート⑤

大垣３位 第1コート③

大垣７位

Bリーグ 大垣１位 岐阜３位 大垣６位

大垣１位 第1コート② 第1コート⑥

岐阜３位 第1コート④

大垣６位

Lリーグ A3位 B3位 C3位 D3位

A3位 L① L③ L⑥

B3位 L⑤ L④

C3位 L②

D3位

https://youtube.com/live/NmOgOjLiMao?feature=share
https://youtube.com/live/NmOgOjLiMao?feature=share
https://youtube.com/live/NmOgOjLiMao?feature=share
https://youtube.com/live/uprTuT0dGeo?feature=share
https://youtube.com/live/uprTuT0dGeo?feature=share
https://youtube.com/live/uprTuT0dGeo?feature=share
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保護者スタッフ  

・各チーム1名以上はご担当をお願いします。  

・事前受付は行いません。当日受付をして、指示を受けてください。  

・食事の準備はありませんので各自準備をお願いします。  


