
 

 

 

 

カンセキスタジアムとちぎで開催される皇后杯 JFA 第 43 回全日本サッカー選手権大会準決勝戦について下記のとおりお知ら

せします。 

 

第 43 回皇后杯は、JFA 試合運営管理規則に加えて、新コロナウィルス感染祥対策にとして「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。ご来場にあたり、以下に記載します事項を準者頂きますようお願いします。 

なお、新型コロナウィルスの感染拡大状況や政府発信、各自い寧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。 

 

皇后杯 JFA 第 43回全日本サッカー選手権大会 準決勝 

■マッチスケジュール 

No. 試合日 
キックオ

フ 
対戦カード 会場 

【45】 2021/1/5 

（水） 

16:00 【41】の勝者 vs 【42】の勝者 カンセキスタジアムとちぎ 

【46】 19:00 【43】の勝者 vs 【44】の勝者 カンセキスタジアムとちぎ 

  ※第 1 試合が延長・PK 方式の場合、第 2 試合のキックオフ時刻を遅らせることがあります。 

 

■チケット料金 

 自由席 

一般 
大人 1,500 円 

小中高生 700 円 

JFA 登録選手（全種別） 

無料 

JFA 登録監督 

JFA 登録審判員・審判インストラクター 

JFA 公認指導者 

JFA フットサル登録選手 

日本サッカー後援会員 

  ※チケット料金は前売・当日共通料金、消費税を含みます。 

  ※収容人数の制限等に伴い、一部エリアを使用しない場合があります。予めご了承ください。 

  ※車椅子での観戦をご希望の方は、下記へお問い合わせください。 

    公益社団法人栃木県サッカー協会 Tel. 028-688-8411（平日 9:30～17:30） 

  ※JFA 登録者（JFA 登録選手（全種別）、JFA 登録監督、JFA 登録審判員・審判インストラクター、JFA 公認 

    指導者、JFA フットサル登録選手）、日本サッカー後援会員は無料で入場が可能です。総合案内所にて、 

    登録証、会員証と引き換えに招待券をお渡しします。 

 

 



 

■販売方法 

【チケット JFA】 

 インターネット：https://ticket.jfa.jp（パソコン・スマホ共通） 

 お問合わせ先：https://ticket.jfa.jp（パソコン・スマホ共通） 

 

【WE チケット】 

 インターネット：https://weleague-ticket.pia.jp/（パソコン・スマホ共通） 

 お問合わせ先：https://weleague-ticket.pia.jp/（パソコン・スマホ共通） 

 

【チケットぴあ】 

 インターネット：https://t.pia.jp/（パソコン・スマホ・モバイル共通） 

 店頭販売：セブン-イレブン 

 電話予約：0570-02-9999（24 時間受付） 

 お問い合わせ先：0570-02-9111（10:00～18:00） 

 

【ローソンチケット】 

 インターネット：https://l-tike.com/sports/emperorscup/（パソコン・モバイル共通） 

 店頭販売：ローソンチケット取扱プレイガイドおよび全国のローソン・ミニストップ Loppi 

 お問い合わせ先：https://l-tike.com/contact/ 

 

【e+（イープラス）】 

 インターネット：http://eplus.jp/soccer/（パソコン・モバイル共通） 

 店頭販売：ファミリーマート（発売初日 10:00より、24時間直接購入可能） ※毎月第１・第３木曜日 2:00～8:00はメ

ンテナンスのため購入不可 

 お問い合わせ先：support.eplus.jp/ 

 

【CN プレイガイド】  

 インターネット：http://www.cnplayguide.com/ten101/（パソコン・スマホ・モバイル共通） 

 店頭販売：セブン-イレブン（店内マルチコピー機の「セブンチケット」より 24 時間購入可能） 

 電話予約：0570-08-9999 ※オペレーター対応（平日 11:00～15:00、土日祝 10:00～15:00 ※時短営業） 

 お問い合わせ先：0570-08-9999 ※オペレーター対応（平日 11:00～15:00、土日祝 10:00～15:00 ※時短営業） 

 

■ご来場にあたっての注意事項 

 ご来場の方は JFA.jp 内「来場に際してのご案内」を必ずお読みの上、順守をお願いします。 

 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。 

 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しません。あらかじめご了承ください。 

 

 ■開場時刻 

   １５：００（予定） 

 

 ■入場ゲート 

    A ゲートのみ 



 

 ■観戦マナー＆ルールについて（横断幕掲出場所など） 

  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＆マナーが設定されています。 

  ご入場の際には、ルール順守にご協力くださいますよう、皆様のご理解をお願いします。 

  なお、JFA競技運営管理規定を遵守していただきますようお願いいたします。 

 

■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。 

・指の消毒・サーモグラフィーおよび非接触型体温計による検温。 

・来場者情報の登録 

・観戦するすべての方に来場者情報を提供していただきます。 

当日会場にて来場者情報を登録することも可能ですが、事前にご準備いただくことでスムーズにご入場いただけます。 

■来場者情報登録方法 

登録は以下の２つのうちいづれかにて行ってください。 

・グーグルフォーム（QR コード）にて当日会場にて登録 

・入用紙を当日会場にて受取り、記入して提出 

■グーグルホーム（QR コード）URL 

https://forms.gle/zx4HSi4fV9sRA2TP7 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

・グーグルフォーム（QR コード）での登録の場合、メールアドレスは必須です。 

・記入用紙の場合、観戦予定のエリアを記載して下さい。 

 原則、一度選択した座席から別の座席への移動は行わないようにお願いします。 

■観戦ルール 

場内にて、以下行為を禁止します。 

 

 

 

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


 

■使用スタンド    2階席のみ 

■横断幕掲出位置 

・ゴール裏 手すり （下記図面のとおり） 

※横断幕掲出時間 （第１試合両チーム） 

      14：00～14：30 

※第 1試合出場チームの応援幕は、試合終了 30分後（1８：20）までを目途に速やかな撤収を 

お願いします。（延長・PK時は試合終了後速やかに撤収してください） 

※設置場所の詳細は係員にご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通案内  

電車でお越しの方 

●東武宇都宮線／西川田駅から徒歩 15 分 

●ＪＲ宇都宮線／雀宮駅から徒歩 30 分、タクシー・車で 10 分 

バスでお越しの方 

●JR 宇都宮駅(約 18～30 分)･JR 雀宮駅(約 7～18 分)からは、関東バス今宮線が便利です。 



最寄りの停留所は「総合運動公園南門」です。 

●関東バス／ＪＲ宇都宮駅西口11番乗場｢江曽島(西川田東)｣行乗車(約30分)→ 終点｢総合運動公園西バス停｣

下車 

＊ 路線バスに関するお問い合わせは、関東自動車株式会社（https://www.kantobus.co.jp/）までお願いいたしま

す。 

お車でお越しの方 

●東北自動車道／鹿沼 IC より車で 15 分(さつきロード【有料道路】経由) 

●北関東自動車道／壬生 IC より車で 20 分 

●北関東自動車道／宇都宮上三川 IC から車で 15 分 

駐車場  

●北第一駐車場（公園北側）●北第二駐車場（公園北側）→大会関係者駐車場 

●北第三駐車場（公園北側）●西駐車場（公園西側）→ 一般駐車場 

●南第一駐車場（公園南側）●南第二駐車場（公園南側）→ 一般駐車場 

●東第一駐車場（公園東側） 

 

駐車場配置図 

 

https://www.kantobus.co.jp/


○利用料金及び入出庫時間 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

※1 同一日に午前 6時から午後 9時 30分の間に利用する場合の時間区分です。 

※2 「夜間料金」は、午後 9時 30分から午前 6時までの利用時間となります。 

○利用方法 

・駐車場に入場する際には、発券ボタンを押して駐車券をお取りください。 

・駐車場から出場する際には、駐車券を挿入し、表示された料金を支払い（2 時間まで無料）、ご出場ください。 

○使用可能な金種 

・千円札または硬貨 (1 円・5 円を除く)をご用意ください。 

※2千円札、5千円札、1万円札は使用できません。 

○使用可能な IC 系カード 

・クレジットカード     VISA・mastercard・JCB・AMERIAN EXPRESS・Diners Club 

・電子マネー   Kitaco・Suica・PASUMO・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・はやかけん 

          楽天 Edy・nanaco・WAON 

○駐車券を紛失した場合 

 コールセンターTEL 0120-553-350 へご連絡ください。 

※近隣商業施設への駐車はご迷惑となりますので、運動公園専用駐車場をご利用ください。 

   

車いす等歩行困難者専用駐車場予約について 

栃木県サッカー協会にFAX又はメールにてお申し込みください。 

車いす等歩行困難者専用駐車場申請書をダウンロードの上下記FAX番号へお申し込みください。 

申し込み用紙は→ 車いす等歩行困難者専用駐車場申請書 

栃木県サッカー協会 FAX:028-688-8400 メール:info@tfa.or.jp 

利用料金 

駐車料金 

普通自動車 中型・大型車 (※3) 

2 時間までの利用 (※1) 無料 無料 

2～6 時間までの利用 (※1) 200 円 / 回 

1000 円 / 回 

6 時間以上の利用 (※1) 300 円 / 回 

夜間料金 (※2) 1000 円 / 回 


