
1 ・北海道新聞社江差支局

・北海道新聞桧山会

2 ・江差町教育委員会・桧山サッカー協会

3 ・ひやまSports

4 ・ＣＯＲＡＺＯＮ　ＦＣ父母会

5 ・平成２９年７月１５日（土）～１７日（日）

6 ・江差町運動公園（多目的広場）

7 ・日本サッカー協会に登録チームであること。また指導者が子供以上にサッカーに

情熱を持っていること。

参加選手はスポーツ保険に加入していること。

8 ・競技時間は３０分（インターバル３分）

・大会１日目は３チーム６ブロックによる予選リーグを行う。

予選リーグの他に各チーム1試合交流試合をおこなう。

大会２日目は予選リーグ同順の６チームを２ブロックに分けてリーグ戦を行い

　同順位同士で順位決定戦を行う。

・リーグは勝点３点、引き分け１点、負け０点、各ブロックの順位は

①当該チームの勝敗②得失点差③総得点④ＰＫ（３名）によって決する。

・大会２日目の順位決定戦において引き分けの場合は５分-５分の延長戦を行い

　決定しない場合は各チーム３名によるＰＫ戦で決定する。

ＰＫ戦を行う選手は延長戦後半のメンバーとする、そのメンバーの中でのＧＫの

変更は認める。（ビブス対応可）

ＧＫがＰＫを行う場合はそのチームはＧＫのほかに２名の合計３名で行う。

9 ・（財）日本サッカー協会設定の８人制競技規則による。

　　　　 ・登録選手は２０名とする。

・試合球は各チームで用意する事、空気圧は０．８とする。

10 ・各チーム相互審判とする。

11 ・１位リーグの１位から３位は北海道新聞社江差支局と北海道新聞桧山会から

　　　　 カップ・トロフィーと賞状が授与する。、また、北海道新聞社江差支局から

メダルを授与する。

・２位リーグ以下は優勝チームにトロフィーを授与する。

・個人賞は１位リーグから最優秀選手賞と全参加チームに優秀選手賞（１名）

と敢闘賞（１名）を授与する。

12 ・参加料５，０００円を徴収する。
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13 ・大会参加申し込みは６月２６日までとする。

　 選手名簿は６月２６日（月曜日）までに下記に送ること。

大会事務局　榮田正弘

　 corazon.ke.fc.2007@outlook.jp

14 ・７月１５日（月）午前９時１５分から本部テントでおこなう。

15 ・未定

16 ・７月１６日（日）午後３時３０分からおこなう。（全チーム参加）

17 ・指導者懇親会を開催する。

・日　時　７月１５日（土）午後７時

・会　場　八寶（寿司割烹）

・会　費　５，０００円

18 ・弁当の斡旋をします。

６月２６日までにお申し込みください。（ご協力をお願いします）

６００円（お茶付き）

19 ・ケガ・事故等が発生した場合は当該チームで対応してください・

大会主催者、事務局は一切の責任は負いません。

・閉会式は全チームの参加を義務付けします。

・ゴミは各チームで持ち帰ってください。

・芝生の上には駐車をしないでください。

他の競技で十分な駐車スペースを確保できない場合がありますので

乗り合い等の対策を考えてください。

・昨年優勝チームのスクールさん、準優勝のアスルクラロさんはカップを忘れな

いでください。
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監 督 会 議

開 会 式

閉 会 式

そ の 他



八幡 久根別 八丁平

Aブロック

Ａ・Ｂﾌﾞﾛｯｸ　Ａｺｰﾄ

試合順 開始時間 対戦チーム 審　　　判

七飯 浜分 サンスポーツ

（運動公園Ａｺｰﾄ） （運動公園Ａｺｰﾄ） （運動公園Ｂｺｰﾄ）

（運動公園Ｂｺｰﾄ） （南ヶ丘小Ｇ） （南ヶ丘小Ｇ）

日吉・知内 アスルクラロ 今金

久根別

八幡

砂川

スクール

当該チーム

交流 13:20 vs

交流 11:20 vs

3 12:00 vs

ＣＯＲＡＺＯＮ 亀田

2 10:40 vs

1 10:00 vs

スクール 砂川亀田

砂川スクール

ＣＯＲＡＺＯＮ

試合順 開始時間

砂川 八幡6 14:40 vs

vs15:20交流

亀田

八幡 ＣＯＲＡＺＯＮ

久根別

Ｃ・Ｄﾌﾞﾛｯｸ　Ｂｺｰﾄ

日吉・知内

乙部 八丁平

当該チーム

1 10:00 vs

vs

2 10:40 vs

ジュニオール

ＹＡＫＵＭＯ 七飯

3 12:00 vs

予選リーグ組合せ・タイムスケジュール

Dブロック Eブロック Fブロック

ＹＡＫＵＭＯ せたな 桔梗

Bブロック Cブロック

スクール ＣＯＲＡＺＯＮ 乙部

砂川 亀田 ジュニオール

14:00 vs

久根別

12:40 vs スクール 八幡ＣＯＲＡＺＯＮ

ＣＯＲＡＺＯＮ

5

4

対戦チーム 審　　　判

乙部 ジュニオール

ＹＡＫＵＭＯ 七飯

スクール

砂川 八幡

亀田

久根別

ＹＡＫＵＭＯ 日吉・知内

乙部 ジュニオール

交流 11:20

当該チーム

当該チーム

亀田 久根別

日吉・知内 乙部 八丁平

交流 13:20 乙部 vs 七飯 当該チーム

4 12:40 ＹＡＫＵＭＯ vs

八丁平 七飯 日吉・知内

6 14:40 七飯 vs 日吉・知内

5 14:00 ジュニオール vs

ジュニオール 八丁平

交流 15:20 八丁平 vs ＹＡＫＵＭＯ

試合順 開始時間 対戦チーム

Ｅ・Ｆﾌﾞﾛｯｸ　南ヶ丘小

審　　　判

1 10:00 せたな vs 浜分 桔梗 浜分

2 10:40 桔梗 vs サンスポーツ せたな サンスポーツ

当該チーム

12:40 桔梗 vs 今金

3 12:00 せたな vs

交流 15:20 アスルクラロ vs 桔梗 当該チーム

アスルクラロ サンスポーツ 今金

6 14:40 サンスポーツ vs 今金

5 14:00 浜分 vs

当該チーム

浜分 アスルクラロ

せたな アスルクラロ

交流 13:20 せたな vs サンスポーツ 当該チーム

アスルクラロ 桔梗 今金

4

交流 11:20 浜分 vs 今金



予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ３位

4 12:00 vs

3 11:20 vs

6 13:20 vs

5 12:40 vs予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ１位

14:40 vs

予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ２位

予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ２位

（運動公園Ａｺｰﾄ）

予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ１位

開始時間

予選Ａﾌﾞﾛｯｸ１位 vs

2 10:40

1 10:00

予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ１位

予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ１位

予選Ａﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ１位

予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ１位

予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ１位 vs 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ１位

予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ１位

1 10:00 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ２位 vs

Ｂグループ３位 ９のチーム

８のチームＡグループ１位

7 14:00 Ａグループ３位 vs

試合順 開始時間

9 15:20 vs

8

7 14:00 Ｃグループ３位 vs

予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ２位

6 13:20 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ２位 vs 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ２位

5 12:40 予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ２位 vs 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ２位

Ｄグループ３位 ９のチーム

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

予選Ａﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ１位 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ２位

予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ１位

予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ２位12:00 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ２位 vs

予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ２位

11:20 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ２位 vs 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ２位

予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ１位

Ａ・Ｂﾌﾞﾛｯｸ　Ａｺｰﾄ

対戦チーム 審　　　判

（運動公園Ａｺｰﾄ） （運動公園Ｂｺｰﾄ）

Ｄグループ Ｅグループ Ｆグループ

予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ３位

予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ３位

（運動公園Ｂｺｰﾄ）

予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ３位

（南ヶ丘小Ｇ） （南ヶ丘小Ｇ）

試合順

予選Ａﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ２位

Ｂグループ１位

Ｃ・Ｄﾌﾞﾛｯｸ　Ｂｺｰﾄ

対戦チーム 審　　　判

予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ２位

予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ１位

Ａグループ２位 Ｂグループ２位 ７のチーム

4

3 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ２位

予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ２位

2 10:40 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ２位 vs 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ２位 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ２位

８のチーム

Ｅ・Ｆﾌﾞﾛｯｸ　南ヶ丘小

試合順 開始時間 対戦チーム 審　　　判

Ｄグループ２位

9 15:20 Ｃグループ１位 vs Ｄグループ１位

8 14:40 Ｃグループ２位 vs ７のチーム

予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ３位

2 10:40 予選Ｂﾌﾞﾛｯｸ３位 vs 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ３位

1 10:00 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ３位 vs

予選Ａﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ３位

予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ３位

3 11:20 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ３位 vs 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ３位

予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ３位

予選Ａﾌﾞﾛｯｸ３位 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ３位

6 13:20 予選Ｄﾌﾞﾛｯｸ３位 vs 予選Ｆﾌﾞﾛｯｸ３位

９のチーム

決勝リーグ組合せ・タイムスケジュール

予選Ａﾌﾞﾛｯｸ３位

予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ３位

5 12:40 予選Ｃﾌﾞﾛｯｸ３位 vs 予選Ｅﾌﾞﾛｯｸ３位

4 12:00 予選Ａﾌﾞﾛｯｸ３位 vs

9 15:20 Ｅグループ１位 vs Ｆグループ１位 ８のチーム

Ｆグループ３位

8 14:40 Ｅグループ２位 vs Ｆグループ２位

7 14:00 Ｅグループ３位 vs

７のチーム



江差追分 道新Ｃ

1999 1

2000 2

2001 3

2002 4 1

2003 5 2

2004 6 3

2005 7 4

2006 8 5

2007 9 6

2008 10 7

2009 11 8

2010 12 9

2011 13 10

2012 14 11

2013 15 12

2014 16 13

2015 17 14

2016 18 15

2017 19 16

歴   代   成   績

１位 ２位 ３位

旭岡サッカー少年団 大中山サッカー少年団 松前サッカー少年団

旭岡サッカー少年団 今金サッカー少年団 浜分ＦＣ

大中山サッカー少年団 木古内サッカー少年団
松前サッカー少年団
港サッカー少年団

大中山サッカー少年団 松前サッカー少年団
江差ジュニアFC
乙部サッカー少年団

函館サッカースクール 八雲サッカー少年団 CORAZON ESASHI FC

CORAZON KAMINOKUNI FC 乙部サッカー少年団 浜分ＦＣ

浜分ＦＣ 深堀サッカー少年団
鹿部サッカー少年団
鷲ノ木サッカー少年団

大中山サッカー少年団 CORAZON ESASHI FC 函館サッカースクール

浜分ＦＣ 七飯ﾌｪｱﾈｽｻｯｶｰ少年団 CORAZON　ke　FC

函館ジュニオールＦＣ 大野ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 CORAZON　ke　FC

CORAZON KAMINOKUNI FC 七飯ﾌｪｱﾈｽｻｯｶｰ少年団 北斗上磯ＦＣ

エストレーラ森・砂原ＦＣ CORAZON KAMINOKUNI FC 松前サッカー少年団

函館サッカースクール 函館亀田サッカー少年団 CORAZON　ke　FC

浜分ＦＣ CORAZON　ke　FC 函館サッカースクール

八幡サッカー少年団 七飯ﾌｪｱﾈｽｻｯｶｰ少年団 CORAZON　ke　FC

函館サッカースクール 函館ジュニオールＦＣ CORAZON　ke　FC

2007はCOPA CORAZON FUTSALと同時開催（ﾌｯﾄｻﾙ）

函館サッカースクール ＦＣアスルクラロ函館 CORAZON　ke　FC


