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第３５回イオンカップ少年サッカー大会 開催要項 

 

【主  旨】  少年サッカー技術の向上と健全な心身の育成を図り、少年サッカーの普及振興に寄与する

ことを目的とし、宮城県内外の各イオン店舗に近接する少年サッカー団に所属する１２歳

以下のサッカースポーツ少年団登録選手に参加する資格が与えられる大会として実施する。 
 

【主  催】  イオンリテール株式会社 
 

【主  管】  宮城県サッカースポーツ少年団協議会泉ブロック 
 

【協  賛】  株式会社 モルテン 
 

【期  日】  平成２９年８月５日(土)～６日(日) 

① ８月５日(土) 予選リーグおよび予選順位決定戦  

           試合会場：ダイナヒルズ(2会場)、各小学校グランド(4会場) 

② ８月６日(日) 順位リーグおよび順位決定戦 

           試合会場：ダイナヒルズ(2会場)、各小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ(4会場) 

③ 開会式は行わない。閉会式は順位リーグ終了後に各会場でベスト４チームにより行う。 
 

【参加チーム】  Ｕ-１２の３６チーム（泉ブロック内21 チーム、招待15チーム） 

（例年は「1日目夜の指導者懇親会に指導者が参加できるチームであること」が大会参加条件で

あるが、今年度は大会が仙台七夕期間中であることから、仙台市外のチームに限って、懇親会

への参加は任意とする） 
 

【組合せ抽選】① 予選リーグの組合せ抽選は６月泉ブロック会議にて行う。招待チームの抽選は泉ブロッ 

         ク役員が行う。 

② 順位リーグの組合せ抽選は１日目夜の指導者懇親会にて行う。 

  （懇親会に参加しないチームの抽選は、泉ブロック役員が行う。抽選結果は直ちに 

  泉ブロック速報版 http://izumiblock.1616bbs.com/bbs/ 

  に掲載するので、自チームの2日目会場および試合開始時間を確認すること） 
 

【試合方法】  ① 少年用サッカーゴールを使用し、ピッチサイズは６８ｘ５０メートル、ゴールエリア 

４メートル、ペナルティエリア１２メートル、センターサークル７メートルとする。 

② ８人制とする。 

③ １５分－５分－１５分。2日目１位ﾘｰｸﾞの優勝決定戦のみ５分－５分の延長を行う。 

④ リーグ戦の勝点は、勝ち３点、引分け１点、負け０点とする。 

⑤ リーグ戦順位は”勝点＞得失点差＞総得点＞当該チームの対戦成績”によって決定し、全

て同じ場合には３人制ＰＫ戦により決定する。 

⑥ 大会本部の判断により、試合中の給水タイムを設定する。 

【予選リーグ】 

① ３チームずつ１２グループに分け、２グループずつを同一ブロックとする。 

② 予選リーグ組合せにおいて、招待チームはシードとする。 

③ 同一ブロック内２グループの同位同士が予選順位決定戦を行い、引き分けの場合には３

人制のＰＫ戦により勝敗を決定する。成績に応じて2日目の各順位リーグに進む。 

【順位リーグ】 

①  各位リーグでは、６チームを３チームずつ２グループに分けてリーグ戦を行う。 

②  リーグ戦２グループの１位チーム同士が優勝決定戦、２位チーム同士が３位決定戦を行

い、１～４位を決する。引き分けの場合には３人制のＰＫ戦により勝敗を決定する。 

③ 組合せ抽選および会場決定は、大会１日目夜の指導者懇親会会場にて行う。 
 

【競技規則】 ①日本サッカー協会競技規則に準ずる。 

②試合用ユニフォームは２種類を用意し、相手チームと協議の上、着用するユニフォーム
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を決めること。話し合いで決まらない場合には、本部役員立ち会いでコイントスにより

決定する。 

③同一試合中にイエローカード２枚を受けた選手は、２枚目の時点で退場し、次試合は出

場停止とする。 

④ イエローカードは次の試合に持ち越さない。 

⑤ レッドカードによる退場の場合は次の試合に出場できない。悪質な場合の罰則は大会総

本部にて決定する。 
 

【審  判】 ①主審１名、副審２名、４審１名の計４名で行う。 

 ②各チームは必ず２名を帯同し、主審・副審を行う際には審判用ユニフォームを着用する。 

 ③審判は別紙に記載されているチームが担当する(１位ﾘｰｸﾞ優勝決定戦および３位決定戦の 

主審は泉ﾌﾞﾛｯｸ審判部が担当する)。 
 

【表彰関係】 ① 各会場で行われる閉会式には、ベスト4チームがユニフォーム着用で参加のこと。 

② イオンリーグ(1位リーグ)優勝チームに表彰状、優勝カップ、優勝カップレプリカ、金メダ

ル１５個、ユニフォーム上下１５組の目録、サッカーボール１個を授与する。イオンリー

グ優勝チームは優勝カップを次回大会まで保持すること。 

 ③ イオンリーグ準優勝チームに表彰状、トロフィー、銀メダル１５個、ユニフォーム(上の

み)１５枚の目録、サッカーボール１個を授与する。 

④  イオンリーグ３位チームに表彰状、楯、銅メダル１５個、ビブス１袋、サッカーボール

１個を授与する。 

⑤ イオンリーグ４位チームに表彰状、マーカーコーン１袋、サッカーボール１個を授与する。 

⑥ ２～６位リーグの各優勝チームに表彰状、楯、マーカーコーン１袋、サッカーボール１個

を授与する。 

⑦ ２～６位リーグの各準優勝チームに表彰状、楯、マーカーコーン１袋を授与する。 

⑧ ２～６位リーグの3位チームおよび4位チームに表彰状を授与する。 

⑨  １位リーグ優勝チームから最優秀選手１名を選出し、表彰状およびトロフィーを授与する。 

⑩ １位リーグ優勝チーム以外の３５チームから優秀選手１名ずつを選出し、表彰状および楯を授

与する。 
 

【指導者懇親会】   ８月５日(土) 18:30～ うまいもの市場 YAMATO 022-773-4888 

                         (仙台市泉区泉中央1-16-5 泉中央一番館2階、本案内末ページの地図参照) 

     会費 ４０００円/人。 参加各チームから１名以上参加のこと。ただし、今年度は懇親会を仙台

七夕前夜に行うことから、仙台市外のチームに限って、懇親会への参加は任意とする。 
 

【その他】 ① 大会１日目夜の指導者懇親会に指導者が参加できないチームは、大会参加を認めない。 

② 招待チームは、大会参加費５０００円および懇親会費４０００円/人を１日目朝に各大会本部で納

めること。泉ﾌﾞﾛｯｸ内および黒川地区のﾁｰﾑは７月の泉ﾌﾞﾛｯｸ会議で懇親会費と共に納めること。 

 ③ 参加選手はスポーツ安全協会損害保険に加入していること。 

 ④ 試合中のケガ等については、各チームの責任で対処すること。 

 ⑤ イオンリーグ(1位リーグ)優勝ﾁｰﾑ責任者は、８月末日までにスポーツオーソリティ仙台中山店（〒

981-3213 宮城県仙台市泉区南中山1-35-57 イオン仙台中山店別館。022-303-2381）にてユ

ニフォーム上下１５組の受け取りに関する以下の手続きを行うこと。 

(ア) ユニフォーム上下の柄・色・サイズの選択(無料) 

(イ) 上ユニフォームにプリントするチーム名および番号の書式・サイズの指定(無料)。下ユニフ

ォーム(ゲームパンツ)への番号入れは有料になります。 

(ウ) 受け取り方法の打合せ（宅配の場合は有料になります） 

 ⑥ イオンリーグ(1位リーグ)準優勝ﾁｰﾑ責任者は、８月末日までにスポーツオーソリティ仙台中山店

にてユニフォーム(上のみ)１５着の受け取りに関する以下の手続きを行うこと。 

(ア） 上ユニフォームの柄・色・ｻｲｽﾞの選択(無料) 

(イ)  チーム名および番号をプリントする場合には有料になります。 

(ウ)  受け取り方法の打合せ（宅配の場合は有料になります） 
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第３５回イオンカップ少年サッカー大会・Ｕ-１２ 
 

競技部員の大会運営担当： 北中山FC・ロングライフFC、館キッカーズ、住吉台、黒川大和FC、富谷FC 

 

★予選リーグ 平成２９年８月５日(土)   １５分－５分－１５分 

 
＊幹事チーム （試合ごとに泉ブロック速報掲示板 http://izumiblock.1616bbs.com/bbs/ に 

                       結果の入力をお願いします） 

    （ ）内：主審, 副審 

【Ａ会場： ダイナヒルズ西   〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平2-5 】 

Ａ1ﾌﾞﾛｯｸ 黒松 富ヶ丘 涌谷 勝点 順位 Ａ2ﾌﾞﾛｯｸ 大和 S・KSC 玉山 勝点 順位 

a 黒松パル 
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d ＊黒川大和 
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b 冨ヶ丘 
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e S・KSC 
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c 涌谷 
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  ｆ ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ玉山 
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

予選順位決定戦 （場合によっては、試合順番が入れ替わります） 主審 副審 

14:00 5~6位決定戦 A1ﾌﾞﾛｯｸ3位 ― A2ﾌﾞﾛｯｸ3位 A1-1位 A2-1位 

14:45 3~4位決定戦 A1ﾌﾞﾛｯｸ2位 ― A2ﾌﾞﾛｯｸ2位 A1-3位 A2-3位 

15:30 1~2位決定戦 A1ﾌﾞﾛｯｸ1位 ― A2ﾌﾞﾛｯｸ1位 A1-2位 A2-2位 

 

【B会場： ダイナヒルズ東   〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平2-5 】 

B1ﾌﾞﾛｯｸ あけの 大野田 不二丘 勝点 順位 B2ﾌﾞﾛｯｸ 富谷 上杉 江釣子 勝点 順位 

a あけのだいら 
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d ＊富谷FC 
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b 大野田 
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e 上杉 
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c 不二ガ丘 
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  ｆ 江釣子 
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

予選順位決定戦 （場合によっては、試合順番が入れ替わります） 主審 副審 

14:00 5~6位決定戦 B1ﾌﾞﾛｯｸ3位 ― B2ﾌﾞﾛｯｸ3位 B1-1位 B2-1位 

14:45 3~4位決定戦 B1ﾌﾞﾛｯｸ2位 ― B2ﾌﾞﾛｯｸ2位 B1-3位 B2-3位 

15:30 1~2位決定戦 B1ﾌﾞﾛｯｸ1位 ― B2ﾌﾞﾛｯｸ1位 B1-2位 B2-2位 

 

【Ｃ会場： 住吉台小学校       〒981-3223 仙台市泉区住吉台西4丁目1-1 】 

C1ﾌﾞﾛｯｸ ジュニ 南光台 ASK 勝点 順位 C2ﾌﾞﾛｯｸ 住吉台 TOM うめばち 勝点 順位 

a ｼﾞｭﾆｵｰﾙ 
 10:00 (d, e) 11:30 (f, d) 

  d ＊住吉台 
 10:45 (a, b) 12:15 (c, a) 

  

b 南光台 
10:00 (d, e)  13:00 (e f) 

  e TOMIYA CJ 
10:45 (a, b)  13:45 (b, c) 

  

c ASK 
11:30 (f, d) 13:00 (e f)  

  ｆ うめばち 
12:15 (c, a) 13:45 (b, c)  

  

 

予選順位決定戦 (場合によっては、試合順番が入れ替わります） 主審 副審 

14:30 5~6位決定戦 C1ﾌﾞﾛｯｸ3位 ― C2ﾌﾞﾛｯｸ3位 C1-1位 C2-1位 

15:15 3~4位決定戦 C1ﾌﾞﾛｯｸ2位 ― C2ﾌﾞﾛｯｸ2位 C1-3位 C2-3位 

16:00 1~2位決定戦 C1ﾌﾞﾛｯｸ1位 ― C2ﾌﾞﾛｯｸ1位 C1-2位 C2-2位 
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＊ 幹事チーム （試合ごとに泉ブロック速報掲示板 http://izumiblock.1616bbs.com/bbs/ に 

                           結果の入力をお願いします） 

 

   （ ）内：主審, 副審 

【Ｄ会場： 長命ヶ丘小学校  〒981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘5丁目14-1 】 

D1ﾌﾞﾛｯｸ 泉向陽 デュオ なかの 勝点 順位 D2ﾌﾞﾛｯｸ ロング アルコ 石卷山下 勝点 順位 

a 泉向陽台 
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d ＊ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ 
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b ﾃﾞｭｵﾊﾟｰｸ 
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e アルコ 
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c なかの 
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f 石卷山下ｻﾝﾌｧﾝ 
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

予選順位決定戦 (場合によっては、試合順番が入れ替わります） 主審 副審 

14:00 5~6位決定戦 D1ﾌﾞﾛｯｸ3位 ― D2ﾌﾞﾛｯｸ3位 D1-1位 D2-1位 

14:45 3~4位決定戦 D1ﾌﾞﾛｯｸ2位 ― D2ﾌﾞﾛｯｸ2位 D1-3位 D2-3位 

15:30 1~2位決定戦 D1ﾌﾞﾛｯｸ1位 ― D2ﾌﾞﾛｯｸ1位 D1-2位 D2-2位 

 

 

【E会場： 館小学校   〒981-3214 仙台市泉区館7丁目1-17 】 

E1ﾌﾞﾛｯｸ Vivo RED ゆり丘 勝点 順位 E2ﾌﾞﾛｯｸ 館 寺岡 つばさ 勝点 順位 

a Vivo 
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d ＊館ｷｯｶｰｽﾞ 
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b RED EAST 
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e 寺岡Gallants 
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c ゆりが丘 
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f  つばさ 
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

予選順位決定戦 (場合によっては、試合順番が入れ替わります） 主審 副審 

14:00 5~6位決定戦 E1ﾌﾞﾛｯｸ3位 ― E2ﾌﾞﾛｯｸ3位 E1-1位 E2-1位 

14:45 3~4位決定戦 E1ﾌﾞﾛｯｸ2位 ― E2ﾌﾞﾛｯｸ2位 E1-3位 E2-3位 

15:30 1~2位決定戦 E1ﾌﾞﾛｯｸ1位 ― E2ﾌﾞﾛｯｸ1位 E1-2位 E2-2位 

 

 

【F会場： 鶴が丘小学校   〒981-3109 仙台市泉区鶴が丘1-350 】 

F1ﾌﾞﾛｯｸ KAMURI 将監 上野山 勝点 順位 F2ﾌﾞﾛｯｸ 北中山 ｾﾚｽﾀ ドリマ 勝点 順位 

a KAMURI 
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d ＊北中山 
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b 将監 
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e セレスタ 
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c 上野山 
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f 中央ドリマ 
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

予選順位決定戦 (場合によっては、試合順番が入れ替わります) 主審 副審 

14:00 5~6位決定戦 F1ﾌﾞﾛｯｸ3位 ― F2ﾌﾞﾛｯｸ3位 F1-1位 F2-1位 

14:45 3~4位決定戦 F1ﾌﾞﾛｯｸ2位 ― F2ﾌﾞﾛｯｸ2位 F1-3位 F2-3位 

15:30 1~2位決定戦 F1ﾌﾞﾛｯｸ1位 ― F2ﾌﾞﾛｯｸ1位 F1-2位 F2-2位 
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第３５回イオンカップ少年サッカー大会Ｕ-１２ 

平成２９年８月６日(日)  試合時間：１５分―５分―１５分 

 

各リーグ内の組合せ および K～O会場：１日目夜の指導者懇親会会場にて決定 

 

＊幹事チーム （試合ごとに泉ブロック速報掲示板 http://izumiblock.1616bbs.com/bbs/ に 

           結果の入力をお願いします） 

（ ）内 ： 主審, 副審 

 

【イオンカップリーグ（１位リーグ）】  会場:ダイナヒルズ東 (〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平2-5) 

J1ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 J2ﾌﾞﾛｯｸ      

a  
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  ｄ  
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b  
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e   
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c  
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f 
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

 対戦 主審 副審 

3位決定戦 14:40 J1-2位 ― J2-2位 審判部 J1-1位, J2-1位 

優勝決定戦 15:25 J1-1位 ― J2-1位 審判部 J1-2位, J2-2位 

 

 

【エクセレントリーグ（２位リーグ）】   会場: 

K1ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 K2ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 

a  
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d  
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b  
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e   
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c   
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f   
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

 対戦 主審 副審 

3位決定戦 14:40 K1-2位 ― K2-2位 K1-1位 K2-1位 

優勝決定戦 15:25 K1-1位 ― K2-1位 K1-2位 K2-2位 

 

 

【ドリームリーグ（３位リーグ）】    会場:   

L1ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 L2ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 

a   
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d  
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

B   
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e  
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c  
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f  
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

 対戦 主審 副審 

3位決定戦 14:40 L1-2位 ― L2-2位 L1-1位 L2-1位 

優勝決定戦 15:25 L1-1位 ― L2-1位 L1-2位 L2-2位 
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＊幹事チーム （試合ごとに泉ブロック速報掲示板 http://izumiblock.1616bbs.com/bbs/ に 

            結果の入力をお願いします） 

（ ）内 ： 主審, 副審 
 

【スーパーリーグ（４位リーグ）】    会場:   

M1ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 M2ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 

a   
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d   
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b  
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e   
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c   
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f  
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

 対戦 主審 副審 

3位決定戦 14:40 M1-2位 ― M2-2位 M1-1位 M2-1位 

優勝決定戦 15:25 M1-1位 ― M2-1位 M1-2位 M2-2位 

 

【リスペクトリーグ（５位リーグ）】    会場:  

N1ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 N2ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 

a   
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d  
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b  
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e   
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c   
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f  
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

 対戦 主審 副審 

3位決定戦 14:40 N1-2位 ― N2-2位 N1-1位 N2-1位 

優勝決定戦 15:25 N1-1位 ― N2-1位 N1-2位 N2-2位 

 

【フレンドリーグ（６位リーグ）】    会場:  

O1ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 O2ﾌﾞﾛｯｸ    勝点 順位 

a  
 9:30 (d, e) 11:00 (f, d) 

  d  
 10:15 (a, b) 11:45 (c, a) 

  

b  
9:30 (d, e)  12:30 (e f) 

  e   
10:15 (a, b)  13:15 (b, c) 

  

c   
11:00 (f, d) 12:30 (e f)  

  f   
11:45 (c, a) 13:15 (b, c)  

  

 

 対戦 主審 副審 

3位決定戦 14:40 O1-2位 ― O2-2位 O1-1位 O2-1位 

優勝決定戦 15:25 O1-1位 ― O2-1位 O1-2位 O2-2位 

 
 

＊＊＊閉会式次第＊＊＊ 
 

1． 開会挨拶 

2． 成績発表 

3． チーム表彰（優勝チームから） 

4． 個人賞表彰（優秀選手賞・最優秀選手賞(イオンカップリーグのみ)） 

5． 講評 

6． 閉会挨拶 

7． 上位チーム記念撮影 
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招待チーム一覧 

岩手県 エスペランサ玉山 大崎ブロック 涌谷 青葉ブロック 上杉 

江釣子 石卷ブロック 石卷山下サンファン FC. ASK 

山形県 うめばち 県南ブロック 不二が丘 太白ブロック 上野山 

つばさキッカーズ ゆりが丘 大野田 

福島県 中央ドリマ   宮城野ブロック なかの 

    若林ブロック S・KSC 

 

  

 

歴代成績 

大会 年 優勝 準優勝 ３位 

第１回 昭和58年    

第２回 昭和59年    

第３回 昭和60年    

第４回 昭和61年    

第５回 昭和62年    

第６回 昭和63年    

第７回 平成元年    

第８回 平成2年    

第９回 平成3年    

第10回 平成4年    

第11回 平成5年    

第12回 平成6年    

第13回 平成7年 鶴が丘 寺岡カデッツ 泉向陽台 

第14回 平成8年    

第15回 平成9年 寺岡 加茂FC 東向陽台 

第16回 平成10年 東向陽台 鶴が丘 高森 

第17回 平成11年    

第18回 平成12年    

第19回 平成13年 FCプロット 成田東 将監 

第20回 平成14年 将監 東向陽台 大沢 (青葉) 

第21回 平成15年 黒松パルFC 高森 ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌFC ゆりが丘 (仙南) 

第22回 平成16年 泉向陽台 富ヶ丘 ACｼﾞｭﾆｵｰﾙ 黒松ﾊﾟﾙFC 

第23回 平成17年 泉向陽台 黒松パルFC 松陵 槻木FC (仙南) 

第24回 平成18年 ACジュニオール 将監 FCｾﾚｽﾀ FC ASK (青葉) 

第25回 平成19年 ACジュニオール 北中山FC 加茂FC 

第26回 平成20年 黒松パルFC 岩切 (宮城野) 館キッカーズ 

第27回 平成21年 RED EAST ACジュニオール FC ASK  (青葉) 

第28回 平成22年 FCセレスタ FC KAMURI RED EAST 

第29回 平成23年 RED EAST なかのFC (宮城野) 旭丘 (青葉) 

第30回 平成24年 RED EAST 富谷FC ACジュニオール 

第31回 平成25年 ACジュニオール FC.セレスタ 富ヶ丘 

第32回 平成26年 黒松パルFC 不二が丘 (仙南) RED EAST 

第33回 平成27年 富ヶ丘 デュオパーク Red Lions（山形） 

第34回 平成28年 寺岡GALLANTS 黒松パルFC うめばち （山形） 
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大会2日目順位リーグK～O会場候補および住所 

【内１会場はダイナヒルズ西のため、残り４会場の候補（予選リーグの結果により決定）】 

住吉台小学校・・・・・ 〒981-3223 仙台市泉区住吉台西4丁目1-1  

長命ヶ丘小学校・・・・ 〒981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘5丁目14-1 

館小学校・・・・・・・ 〒981-3214 仙台市泉区館7丁目1-17 

鶴が丘小学校・・・・・ 〒981-3109 仙台市泉区鶴が丘1-350 

東向陽台小学校・・・・ 〒981-3332 宮城県富谷市明石台１丁目37-13 

将監中央小学校・・・・ 〒981-3132 仙台市泉区将監10丁目3-1 

南光台東小学校・・・・ 〒981-8001 仙台市泉区南光台東2丁目16-1 

 

 
 
 
 
 
 

指導者懇親会会場 
 

うまいもの市場 YAMATO 
(仙台市泉区泉中央1-16-5 泉中央一番館２階   022-773-4888) 

 

仙台市営地下鉄 南北線 泉中央駅から徒歩2分 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仙台市内・富沢方面 


