
  　　日 時 ： 2022年2月11日（金･祝）

予備日：2022年２月２６日（土）

  　　場 所 ： さいたま市西遊馬公園

ガスワン

主催：大宮西サッカースポーツ少年団　

協賛：ｶﾞｽﾜﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 株式会社サイサン　

第１４回 Ｇａｓ Ｏｎｅ カップ



１．主　旨 日頃より大宮西サッカースポーツ少年団と交流のあるサッカーチームを招待し、

友好と親善を深めスポーツマンシップを養い、選手の技術と競技力の向上を図る。

２．主　催 大宮西サッカースポーツ少年団

３．協　賛 ガスワングループ　株式会社サイサン

４．期　日 2022年　2月 11日（金･祝）   予備日　　2月26日（土）

５．会　場 さいたま市西遊馬公園

さいたま市西区西遊馬3433-1

６．参加資格 ３年生以下でスポーツ障害保険に加入している者

７．競技規則 ８人制

日本サッカー協会競技規則2020/2021に準ずる

８．競技方法 参加１０チームを２ブロックに分けてリーグ戦を行い、

両ブロックの１位同士で決勝戦、２位同士で３位決定戦、３位以下同士で

順位決定戦を行う。

なお、決勝戦、３位決定戦、順位決定戦においては勝敗が時間内に決定し

ない場合はＰＫ戦（３名）を行う。

※リーグ戦順位の決定

１５分間(前後半なし)の試合を行い、勝敗が決定しない場合は引き分けとする

●勝点　勝利：3点　引き分け：1点　　敗戦：0点

●順位の決定：リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位

  とし順位を決定する。勝点が同じ場合は、以下の順で順位を決定する

　①得失点差、②総得点数

　③当該チーム間の対戦成績（イ：勝点、ロ：得失点差、ハ：総得点数）

　上記が全て同じ場合は、PK戦（３人）を行う。

＊ユニフォームチェックは行いません。事前に対戦チームで調整をお願いいたします。

９．競技時間 リーグ戦：１５分

（7～8分を目安にコートチェンジ、休憩／アディッショナルタイム無し）

順位決定戦：２０分（１０分-5分-１０分）

１０．競技球 ４号ボール（本部で用意いたします）

１１．表　彰 優勝 カップ（持ち回り）、トロフィー、賞状

準優勝 トロフィー、賞状

第３位 トロフィー、賞状

敢闘賞、努力賞、Gas One 賞

優秀選手（各チームより２名）

第１４回ガスワンカップ開催要項



１２．参加費 ６，０００円（１チーム）

１３．その他そ の 他

◎ 新型コロナウィルス感染予防について 

埼玉県サッカー協会のガイドラインに則り、感染症対策に努めてまいりますのでご協力

のほどお願い致します。 

 ・試合当日の朝、健康状態の確認と、検温の実施をお願い致します。 

 ・練習、試合の時以外は、マスク着用をお願い致します。 

 ・三密にならないよう人との距離にはご注意下さい。 

 ・タオル、ビブス等の貸し借り、飲水の共有はしないようにお願い致します。 

 ・消毒液などは、限りがありますので、各チームでもご用意下さい。

（１）開会式は行いません。試合時間に間に合うようお越しください。

　　（7時45分以降のご来場目安にてお願い致します。）

　　　但し、審判の打ち合わせを8時40分より行いますので、各チームより

　　　1名ご出席下さるようお願い致します。

（２）大会中に負傷した場合は応急処置は致しますが、それ以後の治療等について

　　　は、各チーム毎の責任でお願いいたします。

（３）会場には屑カゴがありませんので、ゴミは各チームで責任を持ってお持ち帰

　　　り下さい。

（４）審判及び相手チームに対しての罵声、暴言をしないよう十分注意して下さい。

（５）車は各チーム5台までとし、指定場所に駐車して下さい。（別紙地図参照）　

（６）路上駐車禁止されています。必ず駐車場を利用下さい。

（７）公園内の水道は、飲料水ではありませんので注意願います。

（８）駐車場内での盗難の事例がありますので貴重品等は十分注意を願います。

（９）雨天等による中止の連絡は朝６時３０分までに決定し各団代表へ、ご連絡い

　　　たします。

大宮西サッカースポーツ少年団

　

代 表　  監 督 岡田 一紀 携帯： 090-8581-3743

事　務　局  清水 久行 携帯： 070-7516-2205

育　成　会  平山 学



Ａブロック

大宮西 KSU 北浦和 川口 高階 勝点 得点 失点 得失点 順位

大宮西

KSU

北浦和

川口

高階

Ｂブロック

三室 新曽 大宮別所 白岡第一 仲本 勝点 得点 失点 得失点 順位

三室

新曽

大宮別所

白岡第一

仲本

～ 組合せ表 ～
協賛：ガスワングループ　株式会社サイサン



～ スケジュール ～

　　　協賛：ガスワングループ　株式会社サイサン

【Ａ面：Aブロック】

試合NO KickOff 主審 副審

① 9:00 大宮西 VS KSU 北浦和 川口

② 9:20 北浦和 VS 川口 高階 大宮西

③ 9:40 大宮西 VS 高階 北浦和 KSU

④ 10:00 KSU VS 北浦和 川口 高階

⑤ 10:20 川口 VS 高階 大宮西 北浦和

⑥ 10:40 大宮西 VS 北浦和 KSU 川口

⑦ 11:00 KSU VS 川口 高階 大宮西

⑧ 11:20 北浦和 VS 高階 川口 KSU

⑨ 11:40 大宮西 VS 川口 KSU 高階

⑩ 12:00 KSU VS 高階 大宮西 北浦和

⑪ 13:00
A4位

VS
B4位 A1位 B1位

⑫ 13:30
A2位

VS
B2位 A4位 B4位

⑬ 14:00
A1位

VS
B1位

本部 本部

14:45

対戦カード

閉　　会　　式

Ａ Ｂ 

本部 

Ｈ 

Ｈ 

Ａ 

Ａ 

sassi
ハイライト表示

sassi
ハイライト表示

sassi
ハイライト表示

sassi
ハイライト表示



【Ｂ面：Ｂブロック】

試合NO KickOff 主審 副審

Ⅰ 9:00 三室 VS 新曽 大宮別所 白岡第一

Ⅱ 9:20 大宮別所 VS 白岡第一 仲本 三室

Ⅲ 9:40 三室 VS 仲本 大宮別所 新曽

Ⅳ 10:00 新曽 VS 大宮別所 白岡第一 仲本

Ⅴ 10:20 白岡第一 VS 仲本 三室 大宮別所

Ⅵ 10:40 三室 VS 大宮別所 新曽 白岡第一

Ⅶ 11:00 新曽 VS 白岡第一 仲本 三室

Ⅷ 11:20 大宮別所 VS 仲本 白岡第一 新曽

Ⅸ 11:40 三室 VS 白岡第一 新曽 仲本

Ⅹ 12:00 新曽 VS 仲本 三室 大宮別所

ⅩⅠ 13:00
A5位

VS
B5位 A2位 B2位

ⅩⅡ 13:30
A3位

VS
B3位 A５位 B5位

14:45 閉　　会　　式

対戦カード



 浦和三室サッカースポーツ少年団

 北浦和サッカースポーツ少年団

 浦和仲本サッカースポーツ少年団

 川口サッカー少年団

 F.C.NIIZO（新曽サッカースポーツ少年団） 

 大宮別所サッカースポーツ少年団

 大宮KSユナイテッド02サッカースポーツ少年団

 高階イレブンス

 白岡総合第一スポーツ少年団 サッカー部

＊５０音順、敬称略

 田中 裕次  戸田市

 萩原 史章

 白岡市

 尾嶋 求

 川口市

 さいたま市

 浅野 幸喜

 尾嶋 一雄

～ 招待チーム ～
協賛：ガスワングループ　株式会社サイサン

チ　ー　ム　名 代表者 所　在　地

 岡田 満明  さいたま市

 吉川 政男  さいたま市

 川越市

 富岡 義行  さいたま市

 岩崎　将  さいたま市



　所 在 地　…　さいたま市西区西遊馬3433-1　

　電話/ＦＡＸ　…　０４８－６２３－６１３５（公園管理事務所）

◇利用全般注意事項

　・火気使用不可。
　・園内の水道水は飲めません。
　・ゴミは全て持ち帰ってください。
　・営利を目的とする行為は、禁止します。
　・駐車場に限りがあるので、できるだけ相乗りで来園してください。
　・犬などの放し飼い、フィールド内での散歩不可。
　　＊糞等の放置厳禁
　・その他、職員の指示に従ってください。

〈 西遊馬公園案内図 〉

指扇駅

武蔵野高校

至上尾

至川越 至大宮駅

西遊馬公園

管理事務所

土 

手

山 田
うどん

Honda

タイヤ
ランド

馬宮図書館

西遊馬公園

詳細図 

※第2駐車場には 

止めないで下さい。 


