
開   催   日：　　　２０１３年１１月１０日（日）
場　　　所：　　　　草加市立そうか公園グランド
主　　　催：　　　草加市サッカー協会

　　　　　　 在日本朝鮮人埼玉県サッカー協会
後　　　援：　　　草加市

　　　　　　 草加市教育委員会
在日本朝鮮人埼玉県体育協会

協　　　賛： (株）モルテン
(株）三国コカコーラボトラーズ





  橋 本 昭 男 チャ・ヨンチョン

　染 谷 勝 利

  小 泉 公 次 チン・ドングァン

　審判委員長 　仁 田 直 樹

　普及委員長   安 藤 昌 彦 ハ・ホヨン

　ｼﾆｱ委員長   加 藤 英 夫 キム・ヒョンホ

　１種委員長   小 泉 公 次 リ・サンロ

１種副委員長 　染 谷 勝 利 キム・ソン

　２種委員長   横 山 晃 一 リ・リョンテ

　３種委員長   松 沢 輝 雄 リ・ヒョンチョル
　３種 クラブ 　指 田 泰 三
　３種中体連 　平 野     修 リ・チョルギ
　３種 トレセン　金 井 清 一

チョン・イルグ
　４種委員長 　原田美峻夫
４種副委員長 　水 野　 　清 キム・ヨンス
　４種小体連 　浜 野 恵 一
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２０１３”草加市・在日本埼玉朝鮮　サッカー交流大会要項

1

目的： 草加市サッカー協会と・在日本朝鮮人埼玉県サッカー協会のサッカーを愛する人々の総意により，

サッカーを通じて，お互いの親善と交流を図り，真のスポーツを楽しむ事を目的として実施する。

2

主催：　 草加市サッカー協会・在日本朝鮮人埼玉県サッカー協会

3

後援： 草加市教育委員会・在日本朝鮮人体育協会

4

協賛： （株）モルテン　（株）三国コカコーラボトラーズ

5

開催日時 平成 ２５年 １１月 １０日（日）

6

場所： そうか公園グランド

7

開会式： ８：５０分

8

閉会式： 全試合終了後、表彰を兼ねて行う。

9

参加者： 草加市サッカー協会・在日本朝鮮人埼玉県サッカー協会に所属加入している

ジュニア　　・　  　ジュニアユース　　・ 　　 ユース　　・       一般 ・シニアで構成される。

ジュニア＝Uー１２　ジュニアユース＝Uー１５　ユース＝Uー１８　一般　シニア＝オーバー４０

10

大会方式 ：全カテゴリーの勝敗（勝ち点）によって優勝を決定する　勝ー３点　分ー１点　負ー０点

11

登録選手 ；各クラス２２名以内とする。

12

交替選手 ：登録選手全員、但し、ジュニア・ジュニアユース・シニアは自由交替とする。

13

表彰： 団体優勝チームに優勝カップを授与する。

14

競技方法 ：２０１２年度日本サッカー協会競技規則による。

特別ルールとしてシニアは，ピッチ内に３５～３９歳の選手が３名まで出場が認められる。

スライディングタックルは禁止とする。

警告・退場は１試合警告２回で退場、著しく危険あるいは不正なプレーは退場

15

審判： 両協会の派遣とする。

16

決算: 両協会の負担とする。



総合優勝 ４種勝利 ３種勝利 ２種勝利 １種勝利 シニア勝利

１９９４年 第　１回 草加 ３勝‐２敗 草加市 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 草加市

１９９５年 第　２回 草加 ３勝‐２敗 草加市 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 草加市

１９９６年 第　３回 草加 ３勝‐２敗 草加市 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 草加市

１９９７年 第　４回 草加 ３勝‐２敗 草加市 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 草加市

１９９８年 第　５回 草加 ３勝‐２敗 草加市 草加市 埼玉朝鮮 草加市 埼玉朝鮮

１９９９年 第　６回 引分け ２勝‐２敗‐１分 草加市 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 引分け

２０００年 第　７回 前日・当日共，雨の為中止

２００１年 第　８回 草加 ３勝‐２敗 草加市 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 草加市

２００２年 第　９回 国際関係緊張の為中止

２００３年 第１０回 埼玉朝鮮 ３勝‐２敗 草加市 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮

２００４年 第１１回 草加 ４勝‐１敗 草加市 草加市 埼玉朝鮮 草加市 草加市

２００５年 第１２回 草加 ５勝 草加市 草加市 草加市 草加市 草加市
６ー０ ４ー３ 不戦勝 ２ー１ ４ー０

２００６年 第１３回 草加 ２勝‐１敗 雨中止 雨中止 埼玉朝鮮 草加市 草加市
１ー４ ３ー１ ２ー１

２００７年 第１４回 埼玉朝鮮 ４勝‐１敗 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮
３ー０ ４ー１ ２ー１ ３ー０ ５ー２

２００８年 第１５回 草加 ３勝‐１敗‐１分 草加市 引分け 草加市 草加市 埼玉朝鮮
２ー０ ２ー２ 不戦勝 ６ー０ 　２ー１

２００９年 第１６回 引分け ２勝‐２敗‐１分 草加市 草加市 引分け 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮
１１ー０ ４ー０ １ー１ １ー０ ５ー２

２０１０年 第１７回 草加 ３勝‐１敗‐１分 草加市 引分け 埼玉朝鮮 草加市 草加市
６ー０ ３ー３ １ー４ ５ー３ ３ー１

２０１１年 第１８回 草加 ３勝‐２敗 草加市 埼玉朝鮮 埼玉朝鮮 草加市 草加市
６ー０ ２ー３ １ー４ ４ー２ ３ー１

２０１２年 第１９回 草加 ３勝‐１敗‐１分 草加市 草加市 引分け 草加市 埼玉朝鮮

５ー２ ３ー１ ２ー２ ３ー１ １ー０

草加市サッカー協会　　１３勝 ２敗 ２分 埼玉朝鮮サッカー協会　　２勝 １３敗 ２分

草加市・在日本埼玉朝鮮 サッカー交流大会記録


