コンサドーレカップ
２００７全道市町村サッカーフェスティバ
《 開 催 要 項 》
１．目

北海道のサッカーファミリーが札幌に集結し、老若男女が生涯スポーツとしてのサッカーの

的 楽しさを味わうとともに、全道の市町村に豊かなサッカー文化を根付かせることを目的とす
る。

２．主

催 財団法人 北海道サッカー協会、ＮＰＯ法人 北海道スポーツクラブ、
北海道フットサル連盟

３．主

管 コンサドーレカップ「２００７ 全道市町村サッカーフェスティバル」実行委員会

４．協

賛 (未定)

５．後

援 北海道、北海道教育委員会、（財）北海道体育協会、札幌市、札幌市教育委員会

６．協

力 （株）北海道フットボールクラブ

７．期日場所 平成１９年１月１３日(土)、１４日（日）
「札幌ｻｯｶｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ」（札幌市東区東雁来町２２３―４１）
「高校の部」

平成１９年１月２０(土)、２１日(日)
「札幌ｻｯｶｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ」（札幌市東区東雁来町２２３−４１）
「中学、シニア、レディース・ガールズの部」
平成１９年１月２７日(土)、２８日(日)
「札幌ドーム」（札幌市豊平区羊ｹ丘１番地）
「キッズ、Ｕ-８、Ｕ-10、Ｕ-12、ファミリー、チャレンジド、一般の部
「中学、高校、シニア、ガールズ、レディースの各決勝戦は札幌ドームで開

８．日

程 （タイムスケジュール）
＜高校生の部＞
〇平成１９年１月１３日(土)「札幌サッカーアミューズメントパーク」
８時３０分 高校生受付開始
９時００分 高校生受付終了
９時１０分 高校生監督会議、審判・帯同審判合同会議
９時３０分 高校生開会式
１０時００分 高校生予選リーグ開始
１６時００分 高校生予選リーグ終了
〇平成１９年１月１４日(日)「札幌サッカーアミューズメントパーク」
１０時００分 高校生決勝トーナメント開始
・高校の部、決勝戦は、札幌ドームにて試合を行います。
＜中学生＞
○平成１９年１月２０日(土)「札幌サッカーアミューズメントパーク」
８時３０分 中学生受付開始
９時００分 中学生受付終了
９時１０分 中学生監督会議、審判・帯同審判合同会議
９時３０分 中学生開会式
１０時００分 中学生予選リーグ開始
１３時３０分 中学生決勝トーナメント開始
・中学の部、決勝戦は札幌ドームにて試合を行います。
＜シニアの部＞
１５時００分 シニア受付開始
１５時３０分 シニア受付終了
１５時４０分 シニア監督会議、審判・帯同審判合同会議
１６時００分 シニア開会式

１６時３０分
１８時３０分

シニア１日目予選リーグ開始
シニア１日目終了

＜シニア・ガールズ／レディースの部＞
○平成１９年１月２１日(日)「札幌サッカーアミューズメントパーク」
８時３０分 ガールズ／レディース受付開始
９時００分 ガールズ／レディース受付終了
９時１０分 ガールズ／レディース監督会議、審判・帯同合同会議
９時３０分 ガールズ／レディース開会式
１０時００分 シニア・ガールズ／レディース予選リーグ
１２時４５分 レディース・ガールズ決勝トーナメント開
１５時１５分 シニア決勝トーナメント開始

・シニア及びガールズの部、決勝戦は、札幌ドームにて試合を行います。
＜Ｕ−６（ｷｯｽﾞ）、Ｕ-８、Ｕ-１０、Ｕ-１２、ファミリー、チャレンジド、一般の部＞
〇平成１９年１月２７日(土)「札幌ドーム」
８時００分 First受付開始（ｷｯｽﾞ、U-8、U-10、U-12）
９時００分 First受付終了
９時１０分 First監督会議、審判・帯同審判合同会議
９時３０分 First開会式（ｷｯｽﾞ､ U-8、U-10、U-12）
１０時００分 First第１日目予選リーグ開始
（ｷｯｽﾞはﾘｰｸﾞ戦のみ、終了後逐次表彰・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ贈呈）
１３時４５分 キッズ閉会式
１５時３０分 Second受付開始（ﾌｧﾐﾘｰ、ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ、一般）
１６時３０分 Second受付終了
１７時４０分 Second監督会議、審判・帯同審判合同会議

１７時００分

Second開会式

１７時３０分 Second第１日目予選リーグ開始
２０時００分 ファミリー表彰式、閉会式
２２時００分 Second第１日目予選リーグ終了
〇平成１９年１月２８日(日) 「札幌ドーム」
１０時００分 第２日目予選リーグ開始
チャレンジド決勝リーグ開始
１１時４５分 チャレンジド表彰式、閉会式
１１時４５分 Ｕ−１０決勝トーナメント開始
１２時１５分 Ｕ−８表彰式、閉会式
１２時１５分 Ｕ−１２決勝トーナメント開始
１２時３０分 Ｕ−１０表彰式、閉会式
１４時００分 Ｕ−１２表彰式、閉会式
１４時００分 中学、高校、ガールズ／レディース、シニア決勝
１５時００分 一般決勝トーナメント開始
１８時００分 一般表彰式、閉会式。 全日程終了

予

※タイムスケジュールは試合進行によって変更されることがございます。
９．チームカテゴリー及び参加資格
〇Ｕ−６（キッズ）の部 幼稚園､保育園児のみで編成されたチーム。
〇Ｕ−８ ：小学２年生以下で編成されたチーム。
○Ｕ−１０：小学４年生以下で編成されたチーム。
○Ｕ−１２：小学６年生以下で編成されたチーム。
〇中学生の部：中学生だけで編成されたチーム。
〇高校生の部：高校生だけで編成されたチーム。
〇一 般 の部：１８歳以上で編成されたチーム（高校生不可）。
〇シニアの部：
①
Over３５ ：３５歳以上で構成されたチーム
②
Over４５ ：４５歳以上で構成されたチーム
〇レディースの部 １８歳以上で編成された女子チーム。
○ガールズ の部 １８歳未満で編成された女子チーム。
〇ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ の部 知的または肢体に障害のある方で編成されたチーム。
〇ファミリーの部 父１名、母１名ならびに１２歳以下の選手３名以
上で編成されたチーム

※チーム人数は１チーム８名以上２０名以内とする。
※参加チームはフットサル登録を義務付ける。

１０．参 加 料
参加料は各カテゴリー下記の通りとする。（フットサル登録料を含）
〇Ｕ−６の部（キッズ）
〇小学生の部
①Ｕ−８ ：
②Ｕ−１０：
③Ｕ−１２：
〇中学生
の部
〇高校生
の部
〇一 般
の部
〇シニア
の部
〇ガールズ
の部
○レディース の部
〇チャレンジドの部
〇ファミリーの部

６，０００円
６，０００円
１１，０００円
１６，０００円
１６，０００円
１６，０００円
２１，０００円
２１，０００円
１１，０００円
１６，０００円
１６，０００円
１１, ０００円

１１．参加申込
別紙申込用紙とフットサル大会登録票に必要事項を記載の上、１２月１２日（火）までに
北海道サッカー 協会へ郵送で申し込むこと。 ＦＡＸ、Ｅメールは不可。
郵送の際は必ず現金書留で参加料を同封の上、申し込むこと。
※申込用紙は（財）北海道サッカー協会ホームページよりダウンロード可能。
●ＨＰアドレス http://homepage3.nifty.com/hfa/
●郵送先 〒０６２−０９１２
札幌市豊平区水車町５丁目５−４１北海道フットボールセンター
（財）北海道サッカー協会 コンサドーレカップ実行委員会 宛
●問合せ先 ℡ 011-825-1100
(平日9：00〜17：00、昼休み12：00〜13：00を除く)
※申込期日までに申込書・参加料が届かない場合には参加を認めないのでご留意下さい。
※締切り後のキャンセルは原則として受付けません。参加料の返金はできませんのでご了
承ください。

１２．競技方法
①予選４チームリーグ戦を実施後、決勝トーナメント方式で順位を決定する。
（参加チーム数によっては１ブロックで３チーム又は５チームのリーグ戦になる場合があり
ます。）
②試合時間は、各カテゴリーとも原則として、ランニングタイム６分−１分休み−６分。
（ハーフタイムでのベンチ移動はなし）
③予選リーグでは勝点制（勝ち３点、引き分け１点、負０点）、同勝点の場合は得失点差、
総得点、当該チーム同士の戦績、抽選の順で順位を決定する。棄権の場合のスコアは０−５
の負けとする。
④小学、中学、高校、一般の各部は、原則として決勝トーナメント各ブロック優勝までとす
る。
但し、参加チーム数により変更となる場合もあります。
⑤決勝トーナメントで勝敗が決しない場合は、ＰＫ方式により次回戦へ進出するチームを決
定する。 但し、決勝戦は６分間による１延長により勝敗を決定。それでも決しない場合は
両チームを優勝チームとする。
⑥Ｕ−６（キッズ）・Ｕ−８の部は順位を決めない。また、キッズ競技方法は、８人制と
し、大会運営本部が指定するフリーマン（審判役）１名が試合をコーディネートする。ユニ
フォーム、ビブス、すね当ては不要。ボールは３号スポンジボール、ゴールは大会運営本部
が用意するもの。

１３．競技規則
①（財）日本サッカー協会の「フットサル競技規則」による。
②悪質な行為により退場を命ぜられた選手は、次の１試合に出場できず、それ以降の
処置については大会運営本部で決定する。
③大会期間中、２度の警告を受けた者は、次の１試合出場はできない。
④試合球はフットサル公認球を使用する。
⑤選手の交代はエントリー票に記載された選手内で自由に交代が可能とする。
⑥試合中は必ず「すね当て」を着用する。
⑦試合中のタイムアウト（作戦タイム）はない。

※Ｕ-６（キッズ）の部はキッズルールを適用する。

１４．ユニフォーム、背番号
①ユニフォーム（シャツ、ショーツ、ストッキング）は正の他に、副としてこれと異なる色
のユニフォーム（シャツ、ショーツ、ストッキング）を参加申込書に記載する。
②ゴールキーパーの正、副の色と重ならないこと。背番号は必ず参加申込書に記入された選
手固有の番号をつけること。尚、ユニフォームを準備できない場合は、実行委員会に事前に
ご相談ください。

③キッズ、Ｕ-８の部はユニフォームが無くても可。ビブスを用意します。

１５．帯同審判
審判員を帯同し、帯同審判員は審判服を着用すること。（キッズの部､Ｕ−８の
部、ファミリーの部、チャレンジドの部を除く）
１６．傷害補償
主催者は傷害補償はできません。参加各チームにおいて傷害保険加入の上参加すること
１７．表

彰
各カテゴリー及びブロックの優勝チームにはコンサドーレカップ及び賞状を授与し
２位のチームにはトロフィー及び賞状を授与する。

１８．周知徹底
大会要項、周知事項を熟読の上、選手ならびに父母などの関係者に周知徹底すること
１９．その他
①参加チームは、開会式に用いる市町村旗、チーム旗、大漁旗など（自家製可）を
持参してください。この際、旗竿を必ず持参すること。
②シューズはフットサル用、または体育館用シューズ、運動靴を使用し、靴底が黒
色のシューズは使用不可。
③札幌ドーム駐車場についてはﾁｰﾑのﾊﾞｽ(大型･ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ)に限り事前予約で受付けます。
１２月１２日(火)までにバス駐車場申込用紙に記載し て参加申込書と同封にて申込み
下さい。

１日、1,000円で駐車できます。当日、札幌ドーム駐車場にてお支払い下さい。
（ 再 入場 には 再度 料金 がか かり ます ）後 日、 駐車 許可 書を 郵送 いた しま す。
許 可 書 が 無 い バ ス は 駐 車 で き ま せ ん の で ご 注 意 下 さ い 。
（フロントの見やすい場所に置いて入車ください）
札幌ドームの一般駐車場には限りがあります。できるだけ公共交通機関をご利用下
さい。尚、札幌ｻｯｶｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ会場は駐車無料ですが、大変狭くなっています
ので、乗り合わせで来場下さい。
④冬季期間のため交通渋滞が考えられますので、受付・試合時間には遅れないで参
加ください。遅れた場合には棄権となりますのでご注意下さい。

