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第１４回 横浜市泉区─仙台市泉区自治体交流少年サッカー大会概要 

 

1.実 施 日 ２０１４年７月１９～２０日 

2.経  緯 2002サッカーワールドカップ関連事業の一環として横浜市泉区では泉区サッカー連盟と連携

して自治体交流サッカー大会を企画し、同じ泉区という縁で仙台市泉区を対戦相手として「横

浜市泉区～仙台市泉区自治体交流サッカー大会」を実施し、現在に至っている。 

3.主 旨 横浜市泉区と仙台市泉区の小学生選抜チームによる交流サッカー大会を開催し、サッカーを

通じて相互交流を深めると共に、サッカー技術の向上を図る。 

4.主 催 宮城県サッカースポーツ少年団協議会泉ブロック 

5.共 催 横浜市泉区サッカー連盟 

6.後 援 仙台市泉区役所、仙台市泉区体育協会、仙台市泉区サッカー協会 

 横浜市泉区役所、横浜市泉区体育協会 

7.協 賛 社団法人戸塚法人会、横浜泉ライオンズクラブ、マイルドスポーツ(株) 

8.試合会場 アディダススポーツパーク（仙台市青葉区錦ヶ丘 4 丁目 78-51  Tel 022-392-6651） 

9.宿泊場所 秋保ホテル「瑞鳳」および「華の湯」（横浜チームのみ） 

10.主なスケジュール 

7 月 19 日（土） 12:00  仙台市泉役員・仙台市泉選手・会場設営手伝い 集合 

 12:30  横浜市泉区チーム 試合会場到着 

         13:00  開会式 

         13:40  サッカー大会キックオフ 

         17:20  横浜市泉区チーム 会場出発 

         19:00  夕食        

         20:50  指導者交流会 

7 月 20 日（日） 8:20  横浜市泉区チーム ホテル出発。 

 仙台市泉役員・仙台市泉選手・会場設営手伝い 集合 

         8:40  横浜市泉区チーム会場到着・着替え・ウォーミングアップ 

         9:20  サッカー大会キックオフ 

         13:20  選手昼食・試合ピッチ撤収 

         14:20  閉会式  

         15:00  横浜市泉区チーム帰途へ・会場撤収 

11.試合形式  11 人制。 

20 分－5 分－20 分 

順位決定戦のみ 20 分－5 分－20 分→5 分－5 分→PK 

12.審  判  ４人審判制で、宮城県サッカースポーツ少年団協議会泉ブロック審判部が主となって行う。 
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第１４回 横浜市泉区− 仙台市泉区自治体交流少年サッカー大会 

 

 1.日時： ２０１４年７月１９日(土)、２０日(日) 

 2.会場： アディダススポーツパークサッカー場 

〒989-3123 宮城県仙台市青葉区錦ケ丘４丁目 78-51    TEL：022-392-6651 

 3.スケジュール                                 （敬称略） 

★開会式 ７月１９日(土) 13:00～    （司会：仙台泉ブロック副ブロック長  佐々木 雄）    

1） 開会の辞    仙台泉ブロック競技部部長 伊藤俊英 

2） 歓迎挨拶          仙台泉ブロック・ブロック長 井上  亮 

3） 来賓祝辞 

  仙台市泉区長  小山 京 

                      （代理 副区長      ） 

  宮城県サッカースポーツ少年団協議会会長・参議院議員 中野正志 

 仙台市泉区体育協会会長・宮城県議会議員       小野 隆 

  仙台市泉区体育協会理事長 早坂 明 

  泉ブロック相談役・仙台市議会議員 橋本啓一 

4）横浜市泉区代表挨拶 

             横浜市泉区サッカー連盟会長  伊藤清春 

5）審判上の注意         仙台泉ブロック審判部部長 今野裕美 

6) 閉会の辞          仙台泉ブロック副ブロック長  鈴木裕也 

 

   ★試合スケジュール （20 分−5 分−20 分） 

  Aピッチ Bピッチ 

7 月 19 日(土) 

13:40 ①横浜６年Ａ ─ 仙台５年 ②仙台６年Ａ ─ 横浜５年 

14:50 ③仙台６年Ａ ─ 横浜６年Ｂ ④横浜６年Ａ ─ 仙台６年Ｂ 

16:00 ⑤ 仙台５年 ─ 横浜６年Ｂ ⑥ 横浜５年 ─ 仙台６年Ｂ 

7 月 20 日(日) 

9:20 ⑦仙台６年Ｂ ─ 横浜６年Ｂ ⑧ 仙台５年 ─ 横浜５年 

10:20 ⑨仙台６年Ａ ─ 横浜６年Ａ  

11:20      5 位─6 位  

12:20      1 位─2 位 3 位─4 位 

 

 横浜6A 横浜6B 横浜5 仙台6A 仙台6B 仙台5 勝点 得失点差 順位 

横浜６年Ａ    ⑨ ④ ①    

横浜６年Ｂ    ③ ⑥ ⑧    

横浜５年    ② ⑦ ⑤    

仙台６年Ａ ⑨ ③ ②       

仙台６年Ｂ ④ ⑥ ⑦       

仙台５年 ① ⑧ ⑤       

 

 

  ★閉会式  ７月２０日(日) 14:00～   （司会：仙台泉ブロック副ブロック長  佐々木 雄） 

1) 結果報告           仙台泉ブロック競技部長  伊藤俊英 

2) 表彰           仙台泉ブロック・ブロック長  井上 亮 

3) 講評             横浜泉区サッカー連盟小学部部長  大場国男 

4) 閉会の辞         仙台泉ブロック副ブロック長  鈴木裕也 
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4.表彰 

   1 位チーム  賞状・トロフィー・ボール 

   2 位チーム  賞状・盾・ボール 

   3 位チーム  賞状・盾・ボール 

   優秀選手賞（各チーム１名） 盾      （各チーム推薦） 

   最優秀選手賞（１名）    盾・ボール  （大会本部決定） 

 

 

 

 

 

歴 代 成 績 

 交流試合日 試合会場 優勝 準優勝 

第１回 2001年8月4日 横浜市神明台グランド 横浜泉6年A 横浜泉6年B 

第２回 2002年4月13日 仙台市シェルコム仙台 仙台泉6年A 横浜泉6年A 

第３回 2003年8月2日 横浜市神明台グランド 仙台泉6年A 横浜泉6年A 

第４回 2004年7月31日 仙台市泉サッカー場 仙台泉6年B 仙台泉6年A 

第５回 2005年7月30日 横浜市神明台グランド 仙台泉6年A 横浜泉6年A 

第６回 2006年7月29日 宮城県利府町営サッカー場 仙台泉6年A 仙台泉5年 

第７回 2007年7月28,29日 横浜市神明台グランド 仙台泉6年A 横浜泉6年A 

第８回 2008年7月26,27日 仙台市海岸公園運動広場 仙台泉6年A 横浜泉6年A 

第９回 2009年7月25,26日 横浜市神明台グランド 横浜泉6年A 横浜泉5年 

第10回 2010年7月24,25日 仙台市ｱﾃﾞｨﾀﾞｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ 横浜泉6年A 仙台泉6年B 

第11回 2011年7月23,24日 横浜市日立戸塚グランド 仙台泉6年B 仙台泉6年A 

第12回 2012年7月21,22日 仙台市ｱﾃﾞｨﾀﾞｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ 仙台泉6年A 仙台泉6年B 

第13回 2013年7月20,21日 横浜市神明台グランド 横浜泉6年A 横浜泉6年B 

 

 

 

 


