
時間時間時間時間 ７月２５日（金）７月２５日（金）７月２５日（金）７月２５日（金） ７月２６日（土）７月２６日（土）７月２６日（土）７月２６日（土） ７月２７日（日）７月２７日（日）７月２７日（日）７月２７日（日） ７月２８日（月）７月２８日（月）７月２８日（月）７月２８日（月）

予選リーグ予選リーグ予選リーグ予選リーグ 予選リーグ予選リーグ予選リーグ予選リーグ 決勝・順位トーナメント決勝・順位トーナメント決勝・順位トーナメント決勝・順位トーナメント

8:30 会場準備 会場準備 会場準備 会場準備

9:00 3位、5位トーナメント1回戦

10:00 第１試合 2位、4位トーナメント1回戦

第１試合

11:00 第２試合

第２試合

12:00 第３試合

第３試合

13:00 第４試合

第４試合

14:00 第５試合

第５試合 【 開会式 】

15:00 選手、役員整列

開始のことば

16:00 【 開会式 】 成績発表

選手、役員整列 表   彰

17:00 ホテル 浦嶋荘 開始のことば あいさつ・講 評

17:30 チーム受付開始 あいさつ 選手、役員解散

18:00 監督者会議 選手宣誓

18:00 大会レセプション 選手、役員解散

19:00

※ 開会式及び閉会式・・選手はユニホーム着用のうえ、団旗を持参すること。

　　◇　７月２６日（土）　１６:００～　

○　開式のことば

○　あいさつ

○　選手宣誓

○　閉式のことば

　　◇　７月２８日（月）　　１４:００～

○　開式のことば

○　成績発表

○　表　彰

○　あいさつ・講評

○　閉式のことば

開　会　式

閉　会　式

第43回　東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  ・・  日程表第43回　東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  ・・  日程表第43回　東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  ・・  日程表第43回　東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  ・・  日程表

宮城県利府町・・宮城県サッカー場 Ａ・Ｂコート

決勝トーナメント準決勝
5位トーナメント順位決定戦

3位、4位トーナメント
順位決定戦

決勝トーナメント  決 勝 戦
決勝トーナメント３位決定戦
2位トーナメント 順位決定戦



◎閉会式　１４時～◎閉会式　１４時～◎閉会式　１４時～◎閉会式　１４時～

宮城県サッカー場
 Ａコート
全チーム参加

B-② Ｂ-②
12:00 11:00

Ｂ５ Ｃ５Ｃ４ Ｄ４ Ｄ５Ａ４ Ｂ４

10:00 10:00 9:00 9:00

Ａ５

12:00 11:00

B-① B-② Ｂ-① Ｂ-②

B-② A-②
13:00 12:00

B-① Ｂ-①

Ｃ３ Ｄ３Ｂ３

Ａ-① Ａ-② A-①

Ａ２ Ｂ２ Ｃ２ Ｄ２

A-②
10:00 10:00 9:00 9:00

Ａ-②

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ Ｄ１

Ａ-① Ａ-②
11:00 11:00

第43回 東北地区サッカースポーツ少年団交流大会　順位トーナメント組合せ・日程第43回 東北地区サッカースポーツ少年団交流大会　順位トーナメント組合せ・日程第43回 東北地区サッカースポーツ少年団交流大会　順位トーナメント組合せ・日程第43回 東北地区サッカースポーツ少年団交流大会　順位トーナメント組合せ・日程

決勝トーナメント

2014年7月28日（月）・・宮城県サッカー場2014年7月28日（月）・・宮城県サッカー場2014年7月28日（月）・・宮城県サッカー場2014年7月28日（月）・・宮城県サッカー場
優  勝

準優勝

3位トーナメント2位トーナメント

第3位

第4位

Ａ-①
13:00

13:00

B-① A-①

4位トーナメント 5位トーナメント

13:00 12:00

Ａ３



Ａ1 Ｂ１ Ｃ1 Ｄ1

Ａ2 Ｂ２ Ｃ2 Ｄ2

Ａ3 Ｂ３ Ｃ3 Ｄ3

Ａ4 Ｂ４ Ｃ4 Ｄ4

Ａ5 Ｂ５ Ｃ5 Ｄ5

※ 予選リーグ（２０分ハーフ）　　7月26日（土） ※　主審、補助審とも全て帯同とする

グループ

会場

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A4 主審 補審 Ｂ４ 主審 補審 Ｃ４ 主審 補審 Ｄ４

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A5 主審 補審 Ｂ5 主審 補審 Ｃ5 主審 補審 D５

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A1 主審 補審 Ｂ1 主審 補審 Ｃ1 主審 補審 D１

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A2 主審 補審 Ｂ2 主審 補審 Ｃ2 主審 補審 D２

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A3 主審 補審 Ｂ3 主審 補審 Ｃ3 主審 補審 D３

※ 予選リーグ（２０分ハーフ）　　7月27日（日）

グループ

会場

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A1 主審 補審 Ｂ1 主審 補審 Ｃ1 主審 補審 D1

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A4 主審 補審 Ｂ４ 主審 補審 Ｃ４ 主審 補審 D4

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A2 主審 補審 Ｂ2 主審 補審 Ｃ2 主審 補審 D2

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A5 主審 補審 Ｂ5 主審 補審 Ｃ5 主審 補審 D5

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

---- ---- ---- ----

主審 補審 A3 主審 補審 Ｂ3 主審 補審 Ｃ3 主審 補審 D3

塩釜FC フォルトナ

アストロンFC

FIBRA．ＦＣ

古川SSS

アストロンFC

Athletic Club

多賀城FC

勿来・F

和賀FC

鶴岡ＦＣ

FIBRA．ＦＣ

フォルトナ

FC角館

グルージャ盛岡

アストロンFC

外旭川SSS

マリソル松島

仙台YMCA

FC角館

Ｄ

古川SSS

グルージャ盛岡

OGASA.FC アストロンFC

鶴岡ＦＣ

塩釜FC

Athletic Club

Athletic Club 仙台YMCA

外旭川SSS

古川SSS

仙台YMCA

マリソル松島

県営Ａ　①

マリソル松島

Athletic Club

マリソル松島

仙台YMCA

和賀FC FIBRA．ＦＣ

13:00

仙台YMCA

アストロンFC

鶴岡ＦＣ グルージャ盛岡 FIBRA．ＦＣ山形ＦＣ

3

桑野SSS グルージャ盛岡

塩釜FC フォルトナ

山形ＦＣ

OGASA.FC

OGASA.FC

4

2

ヴァンラーレ

和賀FC 古川SSS多賀城FC

桑野SSS FC角館 グルージャ盛岡大住SSSヴァンラーレ

5 14:00

アストロンFC Athletic Club

外旭川SSS鶴岡ＦＣ FIBRA．ＦＣ勿来・F

塩釜FC 大住SSS

№
Ａ

1

外旭川SSS

10:00

鶴岡ＦＣ勿来・F

県営Ａ　①

3

№

多賀城FCヴァンラーレ

ヴァンラーレ

山形ＦＣ

OGASA.FC

OGASA.FC 山形ＦＣ

4 13:30

5 14:30

第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  組合せ・日程表第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  組合せ・日程表第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  組合せ・日程表第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  組合せ・日程表

Ｂグループ Ｃグループ ＤグループＡグループ

Ｂ

大住SSS

フォルトナ FC角館OGASA.FC ヴァンラーレ

和賀FC フォルトナ塩釜FC

桑野SSS勿来・F

古川SSS

C

勿来・F

多賀城FC

多賀城FC

山形ＦＣ

古川SSS

12:30

12:00

11:00

県営Ａ　② 県営Ｂ　①

県営Ｂ　②県営Ａ　②

マリソル松島

1

Ｂ

2 11:30

フォルトナ

10:30

Ａ

Athletic Club

Ｄ

県営Ｂ　①

県営Ｂ　②

大住SSS 和賀FC

塩釜FC 桑野SSS 仙台YMCA

勿来・Fヴァンラーレ

山形ＦＣ 多賀城FC

外旭川SSS

桑野SSS

FIBRA．ＦＣFC角館大住SSS

桑野SSS

鶴岡ＦＣ

マリソル松島和賀FC

外旭川SSS

大住SSS

C

古川SSS

FC角館

グルージャ盛岡

フォルトナ

FC角館

グルージャ盛岡

FIBRA．ＦＣ

塩釜FC

鶴岡ＦＣ

和賀FC

大住SSS

桑野SSS

アストロンFC

Athletic Club

仙台YMCA

外旭川SSS

多賀城FC

OGASA.FC

ヴァンラーレ

山形ＦＣ

勿来・F

マリソル松島



宮城県サッカー場  Ａ-①宮城県サッカー場  Ａ-①宮城県サッカー場  Ａ-①宮城県サッカー場  Ａ-①

勝点 勝 分 負 得点 失点 差 順位

OGASA.FC - - - -

ヴァンラーレ - - - -

山形ＦＣ - - - -

勿来・F - - - -

多賀城FC - - - -

宮城県サッカー場  Ａ-②宮城県サッカー場  Ａ-②宮城県サッカー場  Ａ-②宮城県サッカー場  Ａ-②

勝点 勝 分 負 得点 失点 差 順位

塩釜FC - - - -

大住SSS - - - -

桑野SSS - - - -

鶴岡ＦＣ - - - -

和賀FC - - - -

宮城県サッカー場  Ｂ-①宮城県サッカー場  Ｂ-①宮城県サッカー場  Ｂ-①宮城県サッカー場  Ｂ-①

勝点 勝 分 負 得点 失点 差 順位

フォルトナ - - - -

FC角館 - - - -

グルージャ盛岡 - - - -

FIBRA．ＦＣ - - - -

古川SSS - - - -

宮城県サッカー場  Ｂ-②宮城県サッカー場  Ｂ-②宮城県サッカー場  Ｂ-②宮城県サッカー場  Ｂ-②

勝点 勝 分 負 得点 失点 差 順位

アストロンFC - - - -

Athletic Club - - - -

仙台YMCA - - - -

外旭川SSS - - - -

マリソル松島 - - - -

山形ＦＣ

グルージャ盛岡

ＢグループＢグループＢグループＢグループ

ヴァンラーレOGASA.FC

ＣグループＣグループＣグループＣグループ

フォルトナ FC角館

ＤグループＤグループＤグループＤグループ

和賀FC塩釜FC

第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  予選リーグ戦績表第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  予選リーグ戦績表第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  予選リーグ戦績表第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  予選リーグ戦績表

マリソル松島アストロンFC Athletic Club 仙台YMCA 外旭川SSS

ＡグループＡグループＡグループＡグループ

鶴岡ＦＣ

多賀城FC

大住SSS

古川SSSFIBRA．ＦＣ

桑野SSS

勿来・F



Ａ - 1位 Ｂ - 1位 Ｃ - 1位 Ｄ - 1位

Ａ - 2位 Ｂ - 2位 Ｃ - 2位 Ｄ - 2位

Ａ - 3位 Ｂ - 3位 Ｃ - 3位 Ｄ - 3位

Ａ - 4位 Ｂ - 4位 Ｃ - 4位 Ｄ - 4位

Ａ - 5位 Ｂ - 5位 Ｃ - 5位 Ｄ - 5位

№ 会場

時間

9:00 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

主審 補審 Ｂ-2 主審 補審 Ｄ-2 主審 補審 Ｂ-4 主審 補審 Ｄ-4

時間

10:00 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

主審 補審 Ｂ-3 主審 補審 Ｄ-3 主審 補審 Ｂ-5 主審 補審 Ｄ-5

時間

11:00 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

主審 補審 大会本部 主審 補審 大会本部 主審 補審 Ａ-2 主審 補審 Ｃ-2

時間

12:00 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

主審 補審 Ａ-2 主審 補審 Ｃ-2 主審 補審 Ａ-5 主審 補審 Ｃ-5

時間

13:00 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

主審 補審 大会本部 主審 補審 大会本部 主審 補審 Ａ-3 主審 補審 Ｃ-3

第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  決勝 ・ 順位トーナメント戦第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  決勝 ・ 順位トーナメント戦第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  決勝 ・ 順位トーナメント戦第43回  東北地区サッカースポーツ少年団交流大会  決勝 ・ 順位トーナメント戦

7月２８日（月）  決勝 ・ 順位トーナメント（20-5-20・・延長無・・3人 ＰＫ戦）7月２８日（月）  決勝 ・ 順位トーナメント（20-5-20・・延長無・・3人 ＰＫ戦）7月２８日（月）  決勝 ・ 順位トーナメント（20-5-20・・延長無・・3人 ＰＫ戦）7月２８日（月）  決勝 ・ 順位トーナメント（20-5-20・・延長無・・3人 ＰＫ戦）

Ｂコート - ②Ａコート - ①

3位トーナメント戦 Ａ3 - Ｂ3

Ａ-5

5位トーナメント戦 Ｃ5 - Ｄ5

4位トーナメント戦 Ｃ4 - Ｄ4

Ａ-4

Ｃ-5

Ａコート - ②

3位トーナメント戦  Ｃ3 - Ｄ３

Ｄ-2

1

大会本部

3

決勝トーナメント戦 ① - ②

2

２位トーナメント戦 Ａ2 - Ｂ2 ２位トーナメント戦 Ｃ2 - Ｄ2 4位トーナメント戦 Ａ4 - Ｂ4

5位トーナメント戦 Ａ5 - Ｂ5

Ｃ-4

5

決  勝  戦決  勝  戦決  勝  戦決  勝  戦 3位決定戦3位決定戦3位決定戦3位決定戦 ２位トーナメント  決勝戦２位トーナメント  決勝戦２位トーナメント  決勝戦２位トーナメント  決勝戦

Ｂ-3

決勝トーナメント戦 ③ - ④ ５位トーナメント  決勝戦５位トーナメント  決勝戦５位トーナメント  決勝戦５位トーナメント  決勝戦 5位トーナメント  3位決定戦5位トーナメント  3位決定戦5位トーナメント  3位決定戦5位トーナメント  3位決定戦

Ｂ-2

5位トーナメント

3位トーナメント  3位決定戦3位トーナメント  3位決定戦3位トーナメント  3位決定戦3位トーナメント  3位決定戦

Ｂ-5

Ｂコート - ①

Ｂ-2

4

Ａ-3

決勝トーナメント

2位トーナメント

3位トーナメント

4位トーナメント

大会本部

Ｃ-2

Ｃ-3

大会本部

Ｄ-2

大会本部

Ａ-2

3位トーナメント  決勝戦3位トーナメント  決勝戦3位トーナメント  決勝戦3位トーナメント  決勝戦

Ｄ-5

Ｄ-3

4位トーナメント  決勝戦4位トーナメント  決勝戦4位トーナメント  決勝戦4位トーナメント  決勝戦 ４位トーナメント  3位決定戦４位トーナメント  3位決定戦４位トーナメント  3位決定戦４位トーナメント  3位決定戦

２位トーナメント  3位決定戦２位トーナメント  3位決定戦２位トーナメント  3位決定戦２位トーナメント  3位決定戦



第４３回 東北地区サッカースポーツ少年団交流大会 

連絡及び留意事項 

 

１ 会場使用（コンコース含む）について 

ゴミは必ず持ち帰ること。なお、注文した弁当容器は回収しますので食べ終わりましたら、配

達された箱に入れて弁当受領場所と同一場所に戻して下さい。受領場所は、ＡコートとＢコー

トの連絡通路（大会本部脇通路）になります。（現金引換えとなりますのでお釣りの無いよう

お願いします） 

会場内は全て禁煙、喫煙は指定された喫煙所でお願いします。 

会場にはテント等を張るスペースが有りませんので、荷物等は宮城県サッカー場コンコース

（ＡコートスタンドとＢコートスタンドの連絡通路）をご利用下さい。但し、Ａコート側は避

難通路として５ｍ程度はスペースを空けること。よって、荷物はＢコート側に寄せて置いて下

さい。全チームが使用しますので、他のチームのことも考慮しスペースを確保してください。 

○ コンコースでの火気使用は禁止です、カセットコンロも使用できませんので遵守願います。 

○ コンコースに翌日使用の荷物を置いていくのは構いませんが、自己責任であるとともに、き

ちんと整理整頓して下さい。 

 

２ 駐車場について 

駐車場は会場責任者の指示、又は指定された場所に駐車のこと。駐車台数制限を設けておりま

すので、各チームご協力をお願い致します。 

会場駐車場利用車両には全て見える場所（フロント部分等）にチーム名と氏名を記載した用紙

（別添証利用）を必ず掲示して下さい。表示の無い車両は駐車出来ない場合が有ります。 

駐車証はコピーし使用していただきますが、駐車台数は駐車場案内図に記載とおりですのでご

協力宜しくお願いします。 

○ 駐車証の無い車両はすべて、Ｃコート（人工芝Ｇ）西側の空地に駐車してもらいますが、道

路を挟んで向かい側が一般住宅ですので、駐車する際はマフラー部（車両後部）を必ずグラ

ンド側に向けて停めて下さい。 

また、同駐車空地はＣコートにて開催している別団体と兼用で使用しますので、リスペクト

の精神でトラブルの無いようご協力お願いします。 

○ Ａコート北側の駐車スペースは、大会関係者専用ですので、駐車場案内図を参照しチーム関

係者は絶対駐車しないようにして下さい。 

○ 宮城県チームの車両は、県外チームを優先しＡコート東側駐車場を利用するようご協力お願

い致します。 

 



３ ベンチの指定 

試合ベンチはプログラム組合せ表、上のチームがベンチよりグランドに向い左側とします。 

ベンチは監督、コーチ３名選手１６名、参加申込書に記載の無い選手は出場が出来ません。 

ベンチへの父兄等立入りは禁止。飲料水は天然芝につき真水を使用のこと。 

 

４ 応援について 

応援席は全てメインスタンドとします。バックスタンドには入れません。チーム横断幕等はス

タンド手摺のみとします。 

 

５ 審判について 

試合は全て一人審判、帯同審判をお願いしています。全チームは本部にて帯同審判員名を会場

本部員にお知らせ下さい。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても有有有有資格資格資格資格審判審判審判審判を帯同出来ないを帯同出来ないを帯同出来ないを帯同出来ないチームはチームはチームはチームは、大会事務局に、大会事務局に、大会事務局に、大会事務局に７７７７月月月月

18181818 日日日日迄お知らせ下さい迄お知らせ下さい迄お知らせ下さい迄お知らせ下さい。大会本部にて派遣要請をします。なお、大会本部で要請出来る審判

員には限度が有ります。審判帯同出来ない場合には恐れ入りますが、１チーム１日５，０００

円の審判派遣費を徴収させて頂きます。主審、予備審の割当は対戦表に記載のチームとします。 

○ 予選時の審判割当・・予選における主審割当は対戦表に記載された、予備審も同様ですので

試合開始１０分前には大会本部に集合し審判打合せを行い、大会本部よりメンバー表を受け取

って下さい） 

審判は試合終了後、試合結果を会場大会本部席に必ず報告して下さい。 

   服装は正装としますが、気候に応じた長、半袖は自由とする。 

 

○ 最終日（２８日）の順位トーナメントについても決勝トーナメント以外は帯同審判にご協力

下さい。主審、予備審は対戦表記載のとおりとなります。 

 

６ メンバー表の提出、選手チェックについて  

    事前提出の参加申込書からの選手変更については認めません。 

  チームで作成したメンバーチェック表を大会本部に 2 部試合開始３０分前に提出して下さい。

１部は本部保管、１部は審判用となります。試合終了後は審判用メンバー表を監督は審判より

受領して下さい。メンバーに変更が無い場合は再利用可能です。 

メンバー表と選手証確認は自己チーム監督責任の下実施してもらいますが、選手証は必ず持参

して下さい、決勝トーナメント時には大会本部にて選手証確認を実施する予定です。 

 

７ ユニホームについて 

会場連絡者名簿及びチームユニホーム確認表を活用し事前に対戦相手とのユニホーム確認を



行って下さい。話し合いにより、ユニホーム色は類似色ではなく、異色となるように調整し、

どうしても、決まらない時は予選対戦表上のチームを優先とします。順位トーナメントは話合

いで決めることを基本とし、どうしても決まらない時には大会本部において抽選で決定します。 

参加チーム必ず正副ユニホームを持参すること。 

アンダーシャツ及びスパッツを着用する場合はユニホーム、パンツとなるべく同系色若しくは

チームで統一した色彩を着用のこと。 

 

８ 試合、アップ・練習会場 

    試合時間は全て 20-5-20で行います。選手交代はフリーとしますので、大会期間中の背番 

号変更は認めません。 

宮城県サッカー場は天然芝であり、試合数が多いことから、コート内での練習は出来ません。

なお、ベンチ後方スペースはアップ可能ですがボールの使用はなるべく控えて下さい。 

  試合終了後においても芝の管理上コート内でのフレンドリーゲームは出来ません。 

  試合中の飲水タイムについては、当日の天候により判断致します。また、雷注意報等自然災害

により試合を中断、若しくは中止する場合が有りますのでご了承下さい。 

○ 選手等に対する警告は大会中継続します、イエロー累積 2枚目で次の１試合出場停止、レッ

ドカードも基本的には次の１試合出場停止とします。しかし、悪質なファールによる退場時

の出場停止試合数は、規律委員会で協議し決定いたします。 

 

９ 開会・閉会式 

  開会式は２６日宮城県サッカー場Ａコートで 16:00 より開催します、選手の服装は天候にも

よりますがユニホームとします。また、スポーツ少年団旗を持参すること。 

閉会式も２８日宮城県サッカー場Ａコートで 14:00 より開催します、全チーム参加で、選手

はユニホームとします。 

宮城県チームは閉会式終了後、会場撤収作業等がありますので最低１チーム３名以上（父兄可

能）はご協力お願いします。 

 

１０懇親会（大会レセプション） 

    ７月２５日（金）１８時００分から「ホテル浦嶋荘」にて１人会費6,000円で行います。 

受付は 17時３０分から、監督者会議は懇親会内で行う予定です。    

 

１１その他 

 ① ベンチマナー、応援マナー、その他諸注意事項等が著しく遵守出来ないチームについては、

規律委員会等で協議しペナルティを課す場合もありますので、応援父兄等も含め充分注意して



ください。 

 ② 試合球は全て大会本部にて準備します。 

 ③ 大会中弁当の個数変更は添付の弁当注文表にて前日１８時までにホテルより弁当屋に FAX

すること。変更が無い時には必要なし。大会前の変更は大会事務局迄連絡！ 

     宿泊人数の変更については、直接宿泊施設に連絡し変更をしてください。 

 ④ 試合結果は会場貼り出し（本部室脇廊下）の対戦表を参照してください。 

その日の最終試合結果については、宿泊施設にFAXしますので宿泊施設より受領して下さい。 

宿泊しないチームに関しては、毎日 19時迄には代表者宛にメール配信致しますので、メール

内容を確認してください。 

 ⑥ 今大会に規律委員長、規律委員が来場していない時には、退場者に対する処遇は競技副委員

長、競技委員による委員会を開催し決定します。 

 ⑦  大会等に関する問合わせ等は本部にお尋ね下さい。但し、問合わせ等は全てチーム代表者の

みとし、父兄等からの問合わせには返答に応じかねる場合があります。 

     また、苦情等に関する事項は各会場本部員を通じて大会本部にて回答致します。 

  ⑧  会場連絡者名簿及びチームユニホーム確認表及び宿泊割振り表に誤りがあった時には、出来

る限り早めにメールにて事務局宛に朱書きで訂正し連絡して下さい。訂正版を 7 月 22 日以

降に再度メール配信致します。 

大会中における各チームへの連絡は全て、会場連絡者名簿に記載されている方に携帯電話に行

いますので名簿記載連絡者は必ず携帯電話を持参して下さい。 

⑨  参加費は監督者会議時に、懇親会費と共に頂きます。 

⑩  個人情報の取り扱いについて・・各チームから提出された参加申込書等は今大会においての

み使用いたします。また、各チームが送付した対戦表等をホームページ等にアップする際は住

所、電話番号等が記載されているシートは削除等し掲載して下さい。 

 ⑪ 今回各チームに配付したプログラム数は、20 部となりますので、足らない場合は組合せ表

等を印刷し活用してください。追加でプログラムを希望するチームは、有料（1部２００円）

となりますので７月１８日迄希望部数を大会事務局迄連絡して下さい。（プログラムは選手名

とチーム集合写真が掲載されています） 

 

   より良い大会にするには皆さまのご協力が絶対不可欠です！！未来を担う子供達のために

も、参加チーム皆さんご協力宜しくお願いします！！ 

 

宮城県サッカースポーツ少年団協議会 競技部 


