
第８回

主　催 ： 川口朝日リボルバーサッカー少年団

後　援 ： 川口朝日リボルバーサッカー少年団父母会

開催日 ： 2018年3月4日（日）

会　場 ： 川口市立朝日東小学校

朝日杯



【趣　　旨】 本大会を通じ、チーム間の交流及び親睦を深めると共にサッカーを基に少年の
心身の健全な発達を育成し、少年スポーツの振興・発展・親善交歓・技術の
向上を目指す。

【主　　催】 川口朝日リボルバーサッカー少年団

【後　　援】 川口朝日リボルバーサッカー少年団父母会

【期　　日】 平成３０年３月４日（日）　　トーナメントによる１日開催
　

【会　　場】 川口市立朝日東小学校（埼玉県川口市朝日5-15-1）

【参加チーム】 飯塚少年サッカークラブ
川口サッカー少年団

中北少年サッカークラブ

松伏FCスポーツ少年団

慈林サッカー少年団

上尾朝日フットボールクラブサッカー少年団

川口朝日リボルバーサッカー少年団（えんじ）

川口朝日リボルバーサッカー少年団（白）

計 ８チーム

【参加費】 1チーム　￥６，０００－

【参加資格】 スポーツ障害保険に加入している４年以下の児童

【試合・概要】 ☆人数は８人制とする。(自由な交代とする)
☆試合は予選12分-１分-１２分
[予選]２ブロック（１ブロック４チーム）によるリーグ戦

予選リーグ順位決定方法
勝・・・３点　　　引き分け・・・１点 負け・・・０点
イ）勝ち点の多い順
ロ）勝ち点が同じ場合、得失点差の多い順
ハ）得失点差が同じ場合、得点の多い順
ニ）上記で決しない場合、同位チーム同士の試合結果（勝敗）で決める

尚、引き分けの場合、ＰＫ戦(サドンデス方式)で決める
[本戦]予選順位に基づいたトーナメント戦

引き分けの場合延長戦は行わずサドンデス方式のPK戦で勝敗を決めます。

開催要項



但し、決勝のみ延長戦(１０分一本)を行います。
上記で決しない場合、ＰＫ戦(３人)で勝敗をつけます。

【服　　装】 ☆背番号付きで、ゴールキーパーを除き同色のユニホームを着用して下さい。
　 正・副を用意して下さい。
※ユニフォームチェックはしません。当該チーム同士で調整をお願いします。
☆スパイクシューズは、ポイント固定式の危険のないものとします。

【競技規則】 サッカー競技規則2016/2017による

【表　　彰】 優勝・準優勝・三位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カップ・トロフィー
優秀選手賞(１チーム　１名)・・・・・・・・・・・・盾メダル
参加賞(全チーム)

【連絡先】 川口朝日リボルバーサッカースポーツ少年団
会長 川田　茂雄（かわだ　しげお）

080-1106-3023
事務局 丸山　智也（まるやま　ともなり）

080-3128-0480
監督 木曽　幹晴（きそ　みきはる）

090-3594-8262



１） 雨天の場合は、午前６：００に試合の有無を決定します。（責任者を通じて連絡します）

２） 開会式は行いません。
開門は８時になります。

３） 閉会式は決勝戦終了後に行います。

４） 優秀選手を各チーム1名選び本部へ提出して下さい

５) ベンチ内サイドコーチは、指導者としてふさわしい言動で臨む様にして下さい。
審判についてクレーム等の発言は厳禁とします。

６） 審判員は、各チーム２名を出し、当番チームで正装にてお願いします。
（主審及び、副審２名とします。四審はおきません）
　

７） 選手及び審判は必ず、試合開始１０分前に集合して下さい。

８） 審判の給水は給水コーナーを設けてありますので各自お願いします。

９） 参加チームの責任者は、会場に到着の際には必ず大会本部で受付を済まして下さい。

１０） 試合中事故が発生した場合、応急処置は行いますがその後の処置はチームに一任します。

１１） 空き缶、空き瓶、弁当等のゴミは、各チームでゴミ袋を用意し持ち帰って下さい。

１２） 会場が学校になります。場内の喫煙は厳禁です。喫煙場所を設けますので厳守願います。

１３） 駐車場所が少ないので、車は原則４台として、ダッシュボードに駐車票を掲示してください。

１４） 駐車場所は近隣の複数箇所になります。当日ご案内します。

確認事項



スケジュール 12分-1分-12分

№

① [A] - [B]

② [G] - [H] [B] [A]

③ [C] - [D] [H] [G]

④ [E] - [F] [D] [C]

⑤ ①負 - ③負 [F] [E]

⑥ ②負 - ④負 ⑤勝 ⑤負

⑦ ①勝 - ③勝 ⑥勝 ⑥負

⑧ ②勝 - ④勝 ⑦勝 ⑦負

⑨ ⑤負 - ⑥負 ⑧勝 ⑧負

⑩ ⑤勝 - ⑥勝 ⑨勝 ⑨負

⑪ ⑦負 - ⑧負 ⑩勝 ⑩負

⑫ ⑦勝 - ⑧勝

閉　　会　　式

トーナメント表

飯塚

中北

川口朝日（白）

川口朝日（えんじ）

上尾朝日

川口

慈林

飯塚

中北

対戦表[1DAYトーナメント戦]

時間 ブロック 対　　戦 主審 副審

9:00 1回戦 本部 本部

9:30 1回戦 松伏

松伏川口

慈林

11:00 敗者-1 (　　　　　　　) (　　　　　　　)

10:00 1回戦

10:30 1回戦

川口朝日（えんじ）

上尾朝日

11:30 敗者-2 (　　　　　　　) (　　　　　　　)

12:00 準決勝 (　　　　　　　) (　　　　　　　)

12:30 準決勝 (　　　　　　　) (　　　　　　　)

13:00 七位決定 (　　　　　　　) (　　　　　　　)

13:30 五位決定 (　　　　　　　) (　　　　　　　)

14:00 三位決定 (　　　　　　　) (　　　　　　　)

14:30 決勝 (　　　　　　　) (　　　　　　　) 本部 本部

15:00
優勝 準優勝 三位 四位

五位 六位 七位 八位

⑧負け

[A] [B] [C] [D] [E] [F]

①負け ③負け ④負け ②負け

川口朝日（えんじ） 川口朝日（青）慈林上尾朝日中北飯塚

⑤負け ⑥負け

七位/八位

五位/六位

川口朝日（白）

[G] [H]

優勝/準優勝

三位/四位

⑦負け

松伏川口

②

9:30

⑥11:30

準決勝

⑧12:30

⑤11:00

準決勝

⑦12:00

③

10:00

①

9:00

④

10:30

決勝

⑫14:30

三位決定

⑪14:00

⑩13:30

⑨13:00



川口こどもクラブ育成会川口朝日リボルバーサッカー少年団

川口こどもクラブ育成会川口朝日リボルバーサッカー少年団

第８回　朝日杯
平成30年３月４日（日）

駐車証

　

チーム名

　

第８回　朝日杯
平成30年３月４日（日）

駐車証
　

チーム名



川口こどもクラブ育成会川口朝日リボルバーサッカー少年団

第８回　朝日杯
平成30年３月４日（日）

　

駐車証

チーム名

川口こどもクラブ育成会川口朝日リボルバーサッカー少年団

第８回　朝日杯
平成30年３月４日（日）

　

駐車証

　

チーム名



フリガナ

優秀選手賞
チーム名

氏名

第8回　朝日杯

チームの最終試合が終わりましたら速やかに本部に提出して下さい。


