
日時 　　２０１２年　５月２６日（土）

会場 　　大正高校(環状線大正駅、弁天町駅より2km)

要項 　　３年生以下で構成されたチーム

　　７人制、主審のみとし審判服の必要なし（審判カードも各自でお願いします）

　　全て１０分ハーフ（１０－２－１０）

　　交代は主審の許可無く自由に何人でも可

　　基本的には協会８人制ルールに基づく

　　但し、PKのみ経験の為５人制を採用します

　　優勝、３位決定戦のみ１０分１本の延長Ｖゴールを行う

　　時間に余裕がございません。ベンチ挨拶は無しでお願いします

　　次の対戦チーム、審判は５分前にはコートサイドにお願いします

　　リーグ戦は勝ち点、得失点、総得点、当該チームの結果で判断

　　それでも決まらない場合はサドンデス３人制ＰＫ

参加費 　　３０００円

表彰 　　１位～３位にトロフィーが授与されます

　　４位～１６位には敢闘賞としておかしの詰め合わせを授与

　　各チーム１名ＭＩＰ賞（最も印象に残ったプレーヤー）として楯を授与

・高校内は車の乗り入れが出来ません。申し訳ありませんが

　コインパーキングにお願いします

　※路上駐車は絶対にやめてください

・小雨決行ですが雨天中止の場合は６：３０～７：００に決定いたします

・日よけ、雨よけはありません各自でご用意下さい

ＳＴＡＹＣＯＯＬ　ＦＣ　代表　今泉
 



決勝トーナメント

　　Ａ⑮

　　Ｂ⑮

Ａ⑬ Ｂ⑬

　　Ａ⑩ 　　Ｂ⑩ 　　Ｃ⑩ 　　Ａ⑪

　Ａ１位 　Ｄ２位　Ｂ１位 　Ｃ２位 　　Ｃ１位 　Ｂ２位　Ｄ１位 　Ａ２位

Ｃ⑫ Ｃ⑬

　フレンドリートーナメントＡ フレンドリートーナメントＢ

Ａ⑭ Ｃ⑮

　　Ｂ⑪ 　　Ｃ⑪ 　　Ａ⑫ 　　Ｂ⑫

　Ａ３位 　Ｂ３位　Ｃ３位 　Ｄ３位 　Ａ４位 　Ｂ４位　Ｃ４位 　Ｄ４位

Ｂ⑭ Ｃ⑭



 



Aブロック
ステイクール 紀見北 西大冠 尼崎南 勝点 得失点 順位

ステイクール（大阪） Ａ① Ｃ③ Ｂ⑥
紀見北（和歌山） Ｃ⑥ Ａ④
西大冠（大阪） Ｂ①
尼崎南（兵庫）

Bブロック
東淀川 梶 センチュリー 朱六 勝点 得失点 順位

東淀川（大阪） Ｃ① Ｂ④ Ｂ⑦
梶（大阪） Ａ⑦ Ｃ④

センチュリー（奈良） Ａ②
朱六（京都）

Ｃブロック
大和田 吹田千里 なみはや セレソン 勝点 得失点 順位

大和田（大阪） Ｂ② Ａ⑤ Ｃ⑦
吹田千里（大阪） Ａ⑧ Ｂ⑤
なみはや（大阪） Ｃ②
セレソン（和歌山）

Ｄブロック
海南 さなえ 上牧まきのは 養徳 勝点 得失点 順位

海南（和歌山） Ａ③ Ｃ⑤ Ｂ⑧
さなえ（大阪） Ｃ⑧ Ａ⑥

上牧まきのは（奈良） Ｂ③
養徳（京都）



 



予選タイムスケジュール　

　午前の部　10分ハーフ　（10分ー２分ー10分）

番号 時間 審判 審判 審判

8:45 　※　この時間より早く高校内に立ち入らないようにしてください。

① 9:30 ステイクール vs 紀見北 センチュリー 西大冠 vs 尼崎南 大和田 梶 vs 東淀川 セレソン

② 9:55 センチュリー vs 朱六 紀見北 吹田千里 vs 大和田 尼崎南 なみはや vs セレソン 東淀川

③ 10:20 海南 vs さなえ 朱六 上牧まきのは vs 養徳 吹田千里 ステイクール vs 西大冠 なみはや

④ 10:45 尼崎南 vs 紀見北 さなえ 東淀川 vs センチュリー 養徳 梶 vs 朱六 ステイ

⑤ 11:10 大和田 vs なみはや 尼崎南 吹田千里 vs セレソン 東淀川 上牧まきのは vs 海南 梶

⑥ 11:35 さなえ vs 養徳 なみはや ステイクール vs 尼崎南 吹田千里 紀見北 vs 西大冠 上牧

⑦ 12:00 梶 vs センチュリー さなえ 東淀川 vs 朱六 海南 大和田 vs セレソン 西大冠

⑧ 12:25 吹田千里 vs なみはや 梶 海南 vs 養徳 朱六 さなえ vs 上牧まきのは セレソン

⑨ 12:50 　休憩　（試合の進行状況によってはなくなる場合があります）

　午後の部　１０分ハーフ　（１０分ー２分ー１０分）

⑩ 1:10 Ａ１位 vs Ｄ２位 Ａ４位 Ｂ１位 vs Ｃ２位 Ｃ４位 Ｃ１位 vs Ｂ２位 Ｃ３位

⑪ 1:40 Ｄ１位 vs Ａ２位 Ａ⑩負 Ａ３位 vs Ｂ３位 Ｂ⑩負 Ｃ３位 vs Ｄ３位 Ｃ⑩負

⑫ 2:10 Ａ４位 vs Ｂ４位 Ａ⑪負 Ｃ４位 vs Ｄ４位 Ｂ⑪負 Ａ⑩負け vs Ｂ⑩負け Ｄ３位

⑬ 2:40 準決勝 Ａ⑫負 準決勝 Ｂ⑫負 Ｃ⑩負け vs Ａ⑪負け Ｃ⑫負

⑭ 3:10 フレンドリーＡ決勝 Ａ⑬負 Ｂ⑪負け vs Ｃ⑪負け Ｂ⑬負 Ａ⑫負け vs Ｂ⑫負け Ｃ⑬負

⑮ 3:40 優勝決定戦 Ａ⑭負 ３位決定戦 Ｂ⑭負 フレンドリーB決勝 Ｃ⑭負

4:20 　　表彰式（表彰チームのみでかまいません）
※　敢闘賞・ＭＩＰ賞がございますのでお帰りの際は本部までお立ち寄り下さい。

※　時間に余裕がございませんのでベンチ挨拶は無しですぐにベンチを移動してください

Ａコート Ｂコート Ｃコート



 


