
                                    16/５/24（火） 

第 1２回山崎七郎杯 ８人制少年サッカー大会 

兼 第 1３回全道少年（U-10）８人制大会 札幌地区予選 

 

担当・東区（札幌開成・斉藤 猛） 

１．日時 

（１）予選リーグ      〔１日目〕６月 1２日（日）  

〔２日目〕   19 日（日）  

（２）代表決定トーナメント 〔３日目〕   25 日（土）         

 

２．競技方法、競技規則 

 （１）議案書 P４２の開催要項に準じる。 

 （２）競技規則は、本年度(財)日本サッカー協会制定の｢サッカー競技規則｣による。 

 （３）ピッチの広さは、６０m×４０m を基本とする。 

 

３．参加チーム 出場「１１５」チーム 

  （１）複数エントリー10 チーム 

 

 

 

（２）不参加２２チーム 

 

     

 

 

（３）日程上考慮するチーム  ※不都合な理由は、運動会、その予備日、もしくは参観でした。 

       

 

 

 

 

４，大会形式 

出場１１５チームを、３もしくは４チームずつに分けて、３６ブロックの予選リーグを行い、予選リー

グ１位のみによる代表決定トーナメントを行う。 

代表決定トーナメントを勝った９チームが、札幌代表として、岩内で７月 16 日（土）から 18 日（月）

に行われる全道大会に出場する。 

  

代表（９）―代表決定トーナメント（4 チーム）－    予選リーグ（１位のみ上がる）   

    9 代表      4 チーム×9 リーグ ＝全 36 チーム   3 チーム×２９ ＋ 4 チーム×７ ＝ 全１１５チーム  

５，試合時間 

予選リーグ・代表決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄとも、12 分-5 分〈※３分〉-12 分（代表決定戦のみ 3 分-3 分の延長）。 

代表決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄで勝敗が決定しないときは、PK 方式（３名）により決定する。 

 

６．予選リーグ順位の決定 

① 勝ち点（勝ち３、引き分け１、負け０）、②得失点、③総得点、④当該チームの勝敗 ⑤抽選 

 
《抽選の方法》 

（１）予備抽選をして、本抽選を引く順番を決める。 （２）本抽選で、進出チームを決める。 

「東」―当別  「西」―琴似、札幌西  「南」―WALDrin  「北」―新光、新琴似西、拓北、ニューノース   

「豊平」―しらかば台、美園 「白石」―東橋、北郷瑞穂、米里、東白石 「中央」―伏見、YFC  

「厚別」―厚別北、共栄  「手稲」―紅南  「清田」―朝鮮、三里塚、平岡中央 

 

（１）6/12（日）都合悪いー西園、発寒、山の手、ジュントス、リベルタ厚別、上江別、クラブフィールズ 

              対雁、花川南、ＬＡＶＯＲＯ、平岡南 

（２）6/19（日）都合悪いーFibra、L-waveＢ、篠路、AGRRE、円山 

（３）6/25（土）都合悪いー無 

・コンサドーレ ・L-wave ・アンフィニ ・アスルクラロ ・ＬＩＶ ・石狩ＦＣ ・ＳＳＳ ・ＬＡＶＯＲＯ 

・ＳＳＳサクセス ・清田緑 

 



７．会場 

（１）「予選リーグ」 計１８会場 

〔１日目〕6/12（日）  

○コンサドーレＧ（２面）【Ａコート運営 コンサＡ】【Ｂコート運営 コンサＢ】 

○福住小（福住）  ○元町北小（元町北）  ○元町小（元町） ○美香保小（北園美香保） 

○清田南小（清田南） 

 

〔２日目〕6/19（日）  

    ○盤渓Ｇ（２面）【Ａコート運営 アンフィニＡ】【Ｂコート運営 アンフィニＢ】 

○江別美原Ｇ（２面）【Ａコート運営 クラブフィールズ】【Ｂコート運営（※クラブフィールズ）】 

○雁来公園（東）（２面）13:00～17:00【Ａコート運営 伏古北】【Ｂコート運営 札苗緑】 

    ○雁来公園（西）（２面）13:00～17:00【Ａコート運営 ＪＳＮ】【Ｂコート運営 リベルタ栄町】 

    ○月寒小（月寒） ○苗穂小（苗穂） ○開成小（開成） 

 

（２）「代表決定トーナメント」 

〔３日目〕２５日（土） ※東区指導者ですべて運営 

○コンサドーレＧ（２面）【Ａコート運営 東区 】【Ｂコート運営 東区 】 

   

８，抽選方法（順） 

○会場運営チーム１７チームを予め抽選する。 

○抽選順 会場ﾁｰﾑ→複数エントリーチーム→日程上都合のあるﾁｰﾑ 

⇒西⇒南⇒北⇒豊平⇒白石⇒中央⇒厚別⇒手稲⇒清田⇒東 

９．注意事項 

（１）各チームとも、予選、決勝両日とも、試合の４５分前に、各会場本部前で、「大会エントリー表」（会長

印の押されているもの）、選手証のチェックも行う。選手も遅れず集合すること。これらのチェックは、

予選、決勝両日で行う。 

（２）試合開始 30 分前に、「大会エントリー表」と「メンバー表」を会場本部に提出すること。また、同様

に、「ユニフォームチェック」も行う。ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｰﾔｰとｺﾞｰﾙｷｰﾊﾟｰのそれぞれ正と副のユニフォーム 合計

４着を必ず持参すること。 

（３）審判は、「割り当て」に従って行う。各チームの審判は、スムーズな進行を心がける。 

（４）４人審判とし、事前と事後の打ち合わせを行う。審判員証の携行は忘れずに！ 審判証を会場責任者に

確認してもらい、審判業務に当たる。 

（５）駐車台数は、東雁来公園（西・東）ＧやコンサドーレＧは、「調整池駐車場のみ」使用で、１チーム５

台までとする。 「チーム名 ○/５台」と表示すること。コンサドーレグランド駐車場や東雁来公園駐

車場は絶対使用しないこと。他の会場は、会場ごとによって違うので、打合せの時に必ず確認する。同様

に「チーム名 ○/○台」を表示すること。 

（６）「大会エントリー表」の変更は、大会初日（6/12）の開始１週間前の金曜日の午後 17:00 までなので、

６月３日（金）17:00 を持って締め切りとする。変更する場合は、まず「菊水小学校-佐々木謙太郎」宛

（011-872-3084・16:45 以降）に事前連絡をし、「大会エントリー表」の届け方を確認すること。

詳細は「議案書」確認。 

（７）コンサドーレＧ、東雁来公園（西・東）、盤渓Ｇ、江別美原 G の会場を利用する場合、ピッチ上では、

「水」のみ飲水可能。「水」以外の飲み物持ち込み禁止。 

 

10．大会結果の集約 

各会場の責任者は、メッセンジャーを決め、試合結果を「Lsin 北海道」へ携帯メールで送る。リーグ戦

で、同順位のチームから代表決定トーナメント進出を決定した場合、その進出の決定方法（PK、抽選）と

結果を、Lsin の「コメント欄」に入力すること。不明な点があった場合の問い合わせ先は、大会担当・斉

藤まで。【連絡先 札幌開成 斉藤 猛 職場・開成小 011-783-4492（16:45 以降）】 



１１．試合のタイムテーブル 

（１）予選３・３チームの場合（例 A-aリーグの場合）        （開場時間 ８:30（会場の指示に従う）） 

 試合時間 リーグ 対戦チーム 審判 

１ 9:30～10:05 A A1―A2 第 6 試合 a2-a3 

２ 10:05～10:40 a a1―a2 第 1 試合 A1-A2 

３ 10:40～11:15 A A1―A3 第 2 試合 a1-a2 

４ 11:15～11:50 a a1―a3 第 3 試合 A1-A3 

５ 11:50～12:25 A A2―A3 第 4 試合 a1-a3 

６ 12:25～13:00 a a2―a3 第 5 試合 A2-A3 

※「試合開始時刻」や「開場時刻」は、会場によって変更に可能性あり。抽選後の会場打合せの時に、駐

車台数も含め、しっかり確認すること。 

 

（２）予選３・４チームの場合（R が３チーム、 r が４チームの場合）（開場時間８:30（会場の指示に従う）） 

 試合時間 リーグ 対戦チーム 審 判 

１ 9:30～10:05 R R1―R2 第９試合 r2-r3 

２ 10:05～10:40 r r1―r2 第 1 試合 R1-R2 

３ 10:40～11:15 r r3―r4 第 2 試合 r1-r2 

４ 11:15～11:50 R R1―R3 第３試合 r3-r4 

５ 11:50～12:25 r r1―r3 第４試合 R1-R3 

６ 12:25～13:00 r r2―r4 第 5 試合 r1-r3 

7 13:00～13:35 R R2―R3 第６試合 r2-r4 

8 13:35～14:10 r r1―r4 第 7 試合 R2-R3 

9 14:10～14:45 r r2―r3 第 8 試合 r1-r4 

※「試合開始時刻」や「開場時刻」は、会場によって変更に可能性あり。抽選後の会場打合せの時に、駐

車台数も含め、しっかり確認すること。 

 

 

（３）6/19（日）東雁来公園 G〈西〉（A・B）、東雁来公園 G〈東〉（A・B）の場合    【駐車 5 台】 

○雁来公園（東）（２面）【Ａコート運営 伏古北】【Ｂコート運営 札苗緑】 

    ○雁来公園（西）（２面）【Ａコート運営 ＪＳＮ】【Ｂコート運営 リベルタ栄町】 

  ※使用時間が 13:00～17:00。準備（ラインテープ付けなど）もあり、慌ただしい日程になります。試

合をするチームは、準備、片づけにもご協力を！ 予め打ち合わせ時間などを決め、早めに、エントリ

ー表、選手証チェックをしておく。 

  ※コート準備 13:00～ 開場時間 13:15～ 

  ※抽選後、当該チームの了承を得られれば、ハーフタイムを減らし、試合時間を 12 分―3 分－12 分と

する。 

 

 

 

 試合時間 リーグ 対戦チーム 審判 

１ 13:45～14:15 A A1―A2 第 6 試合 a2-a3 

２ 14:15～14:45 a a1―a2 第 1 試合 A1-A2 

３ 14:45～15:15 A A1―A3 第 2 試合 a1-a2 

４ 15:15～15:45 a a1―a3 第 3 試合 A1-A3 

５ 15:45～16:15 A A2―A3 第 4 試合 a1-a3 

６ 16:15～16:45 a a2―a3 第 5 試合 A2-A3 



（４）代表決定トーナメント 6/25（土） 

 【コンサドーレＧ】―（開場時間 7:30～ ピッチ使用 8:00～）        【駐車５台】 

○準決勝は、審判を割り当てさせてもらいますので、各チームは、２名用意すること。もし難しい場合は、担

当の東区に事前連絡を。決勝は、東区の方ですべて担当。審判割り当てをよく見ること。I、i、J、j ブロッ

クは審判割り当て無し。 

○速やかなスケジュール進行のため、選手は直前の試合の後半時にグランド脇で待機すること。 

○「表彰式」を行います。優勝したチームは残ってください。「表彰式」をする場所は、両コートの空いたス

ペースで行います。前半のグループは、「表彰式」をそのまま「1３:10」から行います。優勝した５チーム

は必ず参加すること。後半のグループは、「16:40」から行います。優勝した４チームは必ず参加すること。 

 

12．会場図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「調整池」（臨時駐車場）に駐車すること。かなり広い所で、余裕がありますのでご安心を！ 

※「東雁来公園の駐車場」「コンサドーGの駐車場」「SSAP の駐車場」には絶対駐車しないこと。 

※荷物の積み卸し等で、道路には駐停車しないこと。 

順      試合時間       Ａコート     Ｂコート 

「試 合」 審判   「試 合」     審判 

1 8:30～ 9:05 準① A-a Ee B-b Ff 

2 9:05～ 9:40 準② C-c Gg D-d Hh 

3 9:40～10:15 準③ E-e Aa F-f Bb 

4 10:15～10:50 準④ G-g Cc H-h Dd 

5 10:50～11:25 準⑤ I-i 東区 J-j 東区 

6 11:25～12:00 決①② 決勝①Aa-Bb の勝者 東区 決勝②Cc-Ddの勝者 東区 

７ 12:00～12:35 決③④ 決勝③Ee-Ffの勝者 東区 決勝④Gg-Hh の勝者 東区 

８ 12:35～13:10 決勝⑤ 決勝⑤Ii-Jj の勝者 東区 （アップ練習）  

       

9 13:10～13:45 準⑥ K-k Oo L-l Pp 

10 13:45～14:20 準⑦ M-m Qq N-n Rr 

11 14:20～14:55 準⑧ O-o Kk P-p Ll 

12 14:55～15:30 準⑨ Q-q Mm R-r Nn 

13 15:30～16:05 決⑥⑦ 決勝⑥Kk-Ll の勝者 東区 決勝⑦Mm-Nn の勝者 東区 

14 16:05～16:40 決⑧⑨ 決勝⑧Oo-Pp の勝者 東区 決勝⑨Qq-Rr の勝者 東区 

東雁来（東・西）AB 

駐車場 

コンサドーレＧ 

 


