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ビーチ雪合戦 in あそびーち石狩 開催概要
ビーチ雪合戦2022 in あそびーち石狩 実行委員会
２０２２．０７．０２

コロナ禍の影響もあり、3年ぶりの開催となりますが、冬へ向けて雪合戦熱を高めるため「ビーチ雪合戦 2022 in あそ
びーち石狩」を開催いたします。
今回は、コロナ感染状況が不安定であるため、海水浴シーズン、終了後の開催となります。
当日はビーチサッカーと同日開催の上、海水浴場海岸の浸食により会場が狭くなるため、規模縮小の予定です。
また、参加チーム数、参加人数の状況をみて大会実施内容を修正いたしますので、予めご承知の上、
参加のお申込みをお願いいたします。
先着

■日 時
■会 場

令和4年 8月28日（日） ※27日（土）前日キャンプ可能
「石狩浜海水浴場 あそびーち石狩」 多少の雨天は実施

12チーム
申込締切り
8月15日

日時 ／8月28日（日） 受付開始7：30～8：20AM ／開会式8：20AM ～終了16:00PM予定
場所／あそびーち石狩（別紙地図参照）
主
協

催 ：
力 ：

ビーチ雪合戦実行委員会
石狩市観光協会

北海道雪合戦連盟 道央ブロック有志メンバー

🔴募集チーム数
１２チーム予定 （参加費／7,000円）振込厳守でお願いします。
チーム構成／選手登録7名から参加可能です。
ただし、試合出場選手内１名を女性か小学生（３年生以上）としてください。※検討変更の場合あり
監督兼任、交代もオーケーです。※人数不足の場合、助っ人参加選手の斡旋があります。

🔴個人での参加選手募集 希望される方（参加費お一人／1,000円 ※当日徴収）
希望者によるチーム、または助っ人参加
🔴アシックス室内球を使用 ヘルメット不要、任意

■大会スケジュール
※時間は当日、変更になる場合があります。
７：３０

大会受付 開始
８：２０受付を済ませてください。

８：３０

監督会議

８：５０

午前中試合開始

１２：００

午前中 終了予定

１３：１０

午後の部

１５：１５ 決勝戦
１５：３０

全試合終了予定

１５：５０

表彰式 閉会式

■その他
🔴参加チームは申し込みフォームからお願いします。
🔴チームの申し込み締め切り 8月15日（月）
🔴チーム参加費の振込は8月22日（月）厳守で。
北洋銀行札幌市役所支店 （普） ３１８６４００
北海道雪合戦連盟道央ブロック
【お問合せ】 担当／山田 ０９０ ９４３０ ９３８０

🔴駐車場は無料です。
🔴前日キャンプは可能です。

希望される方は前日場所確保しますのでお知らせください。

🔴水道は止まってます。（必要な場合は各自用意）
🔴トイレ、手洗い場所は駐車場内施設利用可
🔴遊泳禁止です。
🔴ゴミは各自持ち帰りでお願いします。
🔴当日、テント持ち込み可能です（先着順）

■コロナ感染対策について
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当日、検温を実施します。 熱がある方は参加できません。
試合中以外は マスク着用としてください。 除菌シート、手洗い用の水、タオルなど各自ご用意ください。
ヘルメットの着用は不要です。

■競技について
シャトー、シェルターは木枠、室内用雪球（アシックス製）使用と今回の特別ルール以外は、
国際雪合戦連合の競技規則に則り実施します。
予選リーグ 1セット ２分／ ６０球で実施の予定です。 なお当日の気象状況により内容を変更する場合があります。

■試合方法

参加申し込み状況により、検討の上、あらためてお知らせします。

【以下重要です。】競技進行／ビーチ限定ルールです。
※ 前の試合はチーム全員で対応お願いします。審判員４名、記録員１、残りチームメンバーは球集めとなります。
ご協力をお願いいたします。 審判資格については関係なくお願いします。主審は有資格者でおこないます。
★自チーム試合終了後の居残りは有りませんが 審判有資格の方は状況によって随時お願いしますので
ご協力よろしくお願い致します。 試合運営協力が可能なチームは継続してお願いします。
※ 必ず、チーム全員、同じ色の帽子、タオル、バンダナの いずれかをご用意ください。
基本的にチーム全員同じ色、同じ物でそろえてください。
※ シューズについては怪我の防止の為、着用してください。ルール通りゴム底限定です。
※ ゼッケンは各チーム毎に貸し出します。肌に直接ではなく、必ずＴシャツなど着衣の上から装着してください。
終了時ナンバーを揃えて、砂を充分落としてから返却をお願い致します。
※ 登録選手／ビーチ限定ルールとして 監督を含め最大１２名まで可能です。 セット間の選手交代も制限無しとします。
保険の関係もあり、応募フォームに必ず全員の氏名を記載してください。当日変更の場合は受付時に申告してください

※ 監督代行について／監督不在チームは、本部審判員、または他チームからの監督の代行を認めます。
また、セット間で監督の選手兼任も制限はありません。
★ ビーチ雪合戦はチーム交流、認知普及を目的に実施しています。夏季の実施では不測の事態も起こり得ますので、
当日の天候状況など緊急対応で実施内容の変更もビーチ限定で想定しておりますので、あらかじめ、御承知ください。

その他
【後片付け作業のお手伝い】
大会開始前の会場ゴミ拾いと 終了後の会場片付け作業のお手伝いをお願いします。
【クリーンビーチ作業ご協力のお願い。】 ゴミは各自持ち帰り厳守です。
今回も会場は石狩市観光協会からのご提供によります。さらにテント、机、イス、借用、電源提供など便宜も図っていただいて
おります。砂浜のクリーンビーチも実施いたします。ゴミ袋等多少はこちらで用意致しますので、出来ましたら軍手、火バサミ等を
各チームでご用意いただけると助かります。併せて各自ゴミは持ち帰りとなります。厳守願います。

■台風などよほどの荒天でない限り、雨天決行で実施予定です。

【連 絡 事 項】
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《受付開始》
当日はＡＭ７：３０より受付をおこないます。安全運転で余裕を持って移動してください。
①チーム名で受付をお願いします。 当日の出場メンバーに変更がある場合は受付けで変更届けに記入し提出してください。
②当日朝８：30からの 監督会議で大会競技説明を致しますので、かならず1名ご出席願います。
③受付は８：２０までですので、時間厳守でお願いいたします。
《大会はタイムテーブルに基づき進行します。》
③自分のチームの試合時間を確認し、２０分前に競技受付後、競技開始コートに集合、前の試合の審判、記録、球収集を
チーム全員でお願い致します。試合球は参加者全員の収集協力をお願い致します。

④試合時間は進行状況により多少前後します。呼び出しが聞こえる範囲でコート周辺に待機をお願いします。
競技受け付けは受付テント窓口でのチーム点呼のみで実施します。
競技者名簿の提出はありませんのでコートへ集合してください。競技者名簿出力をそのまま使用し、その都度の提出は省略します。
《組み合わせ、ほか》
⑤対戦組み合わせスケジュール、試合方法は８月２５日（木）道央ホームページに掲載予定です。
⑥午前中予選リーグ午後から順位戦を予定します。
⑦申し込み後、欠員等が発生の場合は、事前になるべく早くご連絡、ご相談ください。助っ人選手等の調整を可能な限り行います。
不参加の場合、参加費の返金はできませんのでご了知ください。当日無断欠席、及び試合のボイコットは対戦チーム等に迷惑がか
かりますのでくれぐれもご注意願います。
⑧ビーチ雪合戦ではチームフラッグをこちらで用意致します。
ヘルメット（着用任意）についてもこちらでご用意します。【事前にお知らせください】
⑨当日は特設のコート周辺に受付テントを用意します。
⑩各チームはシートやテント等にまとめてください。荷物管理は各自お願い致します。
⑩別紙会場マップをご覧ください。臨時交番裏の海側、一番奥の海の家の右側２区画、奥の砂浜です。
⑪会場コート周辺での喫煙はご遠慮いただきます。 指定場所一箇所にてお願いします。
⑫雨天決行予定ですが、万一、台風等荒天の場合は中止致します。その場合は前日、20時までに決定の上、連絡致します。
⑬緊急連絡の為、メール、携帯を使用します。
⑭大会開催中に発生した事故や怪我は保険での適用範囲になります。スリキズ等のケガの手当ては応急処置のみです。
⑮前日会場隣接でキャンプすることが可能です。各自の責任の上お願い致します。
金曜夜よりコート隣接でスペースを確保します。キャンプ予定チームはご連絡ください。
⑯前日と大会開催中のゴミは各自持ち帰りです。 また当日、終了後、全員での片付けにご協力ください。
⑰昼食は各自ご用意ください。海の家は営業終了です。
⑱駐車場は無料です。
●その他、不明な点等は事務局までお問い合わせください。※連絡先 yukigassen@branch.co.jp

090 9430 9380

■ご注意
海水浴シーズ終了後ですが、天候によっては混雑も予想されますのでなるべく早い現地到着をお勧めします。
ビーチ雪合戦会場でも周りの一般客に迷惑をかけないよう心がけてください。トラブル防止の為、会場内に集合して下さい（別紙会場
図参照）。また、応援の家族連れの方も含め、くれぐれも水の事故だけは無いようにご注意お願いいたします。
各自、陽射し対策、雨天対策もお願い致します。
土曜朝より海に向かって雪合戦コートに沿って給料側に雪合戦関係者のキャンプスペースを確保してあります。
当日テントの設置も可能です。 そのほか万一トラブル発生の場合はすみやかに大会本部までご一報ください。
●土曜の朝から参加チームのテント設営場所はコートに隣接する場所をロープで囲っています。
●キャンプ予定チームへのお願い。
8月２７日（土）１5：００以降～コート内のゴミひろいを実施します。協力頂けるチームはお願いいたします。
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※進入時渋滞が
予想されます。

●コンビニ７

● 札幌ベイゴルフクラブ

比較的空いています。
【迂回路】

●ばらと霊園

札幌大橋
あいの里

東・南方面、高速をご利用の
方は千歳方面から伏古ＩＣを
降りてすぐ右折、東方面から
は丘珠、モエレ沼～あいの里
で、Ｒ３３７を左折し、ばらと霊
園方向（看板）生振橋を渡っ
てから右折する石狩川沿いの
道が比較的
ｽﾑｰｽﾞです。
Ｒ３３７･札幌大橋からも抜け
られます。江別方面からもお
薦めです｡

至

札幌新道

伏古IC／モエレ沼公園、さとらんど方面

★現地詳細マップ
「一番東側奥の海の家」

※臨時交番、ライダーハウス裏の海側です。 駐車場は奥の方です。

会場予定場所
●ライダーハウス

●臨時交番

駐車場

石狩湾
番屋の湯

石狩川河口
石狩小

・石狩観光センター
ゆめぽーと

臨時交番

※コンビニは会場から２kmほど手前にありますが日中混雑時の車の出し入れは困難です。9時以降渋滞の可能性大です。

→
右
折

会場エリア 一番奥の監視塔が目印です！
ビーチ
サッカー

雪合戦

P

車両進入経路

雪合戦の駐車場は
交番を過ぎてトイレ側です！

■その他
当日参加料領収書をお渡しします。 振込み確認で、参加エントリーとします。
振込手数料はご負担ください。ご協力よろしくお願いします。
チーム以外のあて先が必要な場合は事前にご連絡ください。当日大会受付時にお渡しします。
◎【振込先】
北洋銀行札幌市役所支店 （普通）３１８６４００
北海道雪合戦連盟道央ブロック

個人参加希望の方は お一人1000円／当日支払いでお願いします。

【連絡先】
道央事務局
〒060-0052 札幌市中央区南２条東１丁目1-12－606 ㈱ブランチ内
電話下記携帯直
【お問合せ】
道央ブロック ビーチ雪合戦事務局 担当／山田 ０９０ ９４３０ ９３８０
Ｅメール／yukigassen@branch.co.jp
事務局、個人とも連絡がつながらない場合は、留守録いただければ折り返しこちらから連絡致しますので
ショートメールなどでご伝言ください。

■資料の送付は致しませんので、この資料のURLをチーム内
の皆さんへ転送してください。

❺

