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第 10回 OKFC杯

▲大会参加チーム

U… 12  (12チーム)

(8チーム)U-11

1 大阪市ジュネッス 大阪市

2 西大冠 FC 高棚市
3 下口」祟FC 和泉市
4 オグラボンバーズ 京都府
5 桜井FC 奈良県
6 京者「COREA 京者「府
7 高槻FC 高槻市
8 東大阪」FC 東大阪市

9 エスペランサ平野 大阪市
10 セ レゾン 東大阪市
11 OXPC千里馬 A 大阪市

12 OKFC千里馬 B 大阪市

1 大阪市ジェネッニ 大阪市
2 和 J豪市 FC 和泉市
3 EXE90 大東市

4 高槻 FC 高槻市
5 アバンティ関西 大阪市

6 鮮[]定JII FC 大阪市

7 OKFC千里馬 A 大阪市
8 OXFC千里馬 B 大阪市
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大会要綱

1,葛 称 :第 10回 OIPCカ ップ
サッカーを通じた子供達の健壺な育成と選手、指導者仰交流をはかる。
第 10回 OXF Cカ ップ実行晏員会
大阪コリアンアットボー/Lrク ラプ

大阪コリアサッカ出協会
2012年  12月 25日 (A)
久宝寺陸上離披場 (少年用 4面使用)

金メダル(12個 )、 トロアィー

銀メダル(12個 )、 トロフィー

銅メダル(12個 )、 トロフィー

2,趣 旨
3, 主催
4,主 管
51協 賛
6. 期日
7.会 場
8.試 合方法 1 士試合 8人制 15分ハープで行い、選手中交代は自由、再度出場も可

とする。
試合球は4号縫いボー/1Fを 各チームが持ち寄り主害が決定.

2012年度 8人制競技規員1に準ずる.

9. 審半J:主害は必ず大人が行う。 (上 のみで結構ですので審判着を着用してください。)

審判は1人制で行います。
対戦チーム同士的相互響半U(前後半入れ替え制ですじ対戦表左チームが前半)

10.最奪 :① T_T… 12
優勝 :金メダル(12個 )、 トロ~/ィ ー

準優脂 銀メダル(12個 )、 トロフィー
3位  :銅メダル(12個 )、 トロアィー

OU-11
優勝
準優勝
3位

090・ 8865・ 7565
090二 5641・ 3005
000二 9702・4304

11・ 参加費 :4、 000円  (大会当日に本部席にて徴収いたします。)

XU・ 12,U“ 11大会参力ロチームは 8,000円
1宮 ,大会静式

+U-12◇
T‐・-3チームリーダ(4プ ロック)戦 を行い、同1日位同士岬 トーナメント戦を行ラ.

(卜
いナ,メ ントにおいて時間内に決者がつかない場合は、サドンデスのPIを行う。)

◇U… 110
…4チーム」…グ戦 (2プ ロック)を行い、リーダ 1位同士の決勝戦、リーダ2位同士暉
3位決定戦を行う。 (llF位決定戦において時間内に決着がつかない場合|■サドンテ'ス PX)

13,そ仰他 :大会期間中のIす が、事故等は、所属チームに一任させていただきます。
荒天等により、大会を中止する場合があります。そ中場合は、朝ら時30分に決
定します.

14,大会役員
大会責任者  本卜 警均 檸KFO代表)

大会事務局  鄭 徳幕 (OIFC事務局)

許 三文 (OⅢ可事務局)

連絡担当

090-9702-4304 (許  三文)

000-9618-8496 傷持 成訓1)
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Aグループ OKFC…A 東大阪 JFC オク・ラホ
中
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OKFC―A

東大阪」FC

オグラホ・ズロだ

ログループ シ・ュネッス 高槻
泉ｎ
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■
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ソ ュネッス

高槻
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●グループ セレゾン エスヘ・ランサ 西大冠 勝点 得失点差 得点 失点 llE位

セレゾン
エスヘ・ランサ
西大冠

Dグループ OKFC―B 京都コリア 桜井 勝点
曽
圧

占
＝

■
天

但
＝ 得点 失点 順位

OКFC―B

京都コリア

桜井

OKFC杯 (各グループ1位チーム)

チヤレンジ杯 (各グJL― プ2位チーム)

親善杯 (各グループ3位チーム)
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翻醇

X審判は相互審判です。
X■■はU… 11の試合です。

開会式はありません。 生チーム僣秀選手の表彰がありますので、必ず本部席で表薯を受けてから
わず弔りください。
また、衰幕対まである1位-3位のチーム|ま端終試合終了後に本部席で表彰式を行います。

9時間門 17時間門

時間 Iコ ー ト Ⅱコー ト Ⅲコー ト Ⅳコー ト

① 10:|○
OIFC―A  vs,業 大阪 ゾェネバ v自 高棚 セレノ・ン vs エスム・ランサ OIFC―B vs i言宅串

0 110:4o
l   u… 11

OKFC一 A vs シ・ェネッス EXE90 v5 干日蜀註 OXFC-3 vs東淀川 高槻 v出 アだンティ

①111:2o
OKFC―A vsホ

ヤ
ンrll゛ “ス

゛
シ
中
ュネッス  vB  不口月L セレノレ v日 西大冠 OllFC―B  vs  t聾メキ・

④
12:00

U-11

OKFC―ム vF EXE90 /1や ュネッス v椰  ギロ蚕託 OIFC-3 v由 評導中調
゛

東淀川 vsアドンティ

⑤ 12:40
東大阪 v串 ホ

fい 由゙ガ 高槻 vs 不口泉 エスヘ・テ)/サ vs西大冠 京都 v5 桜井

0
18120

口…11

OIFC―A vsT口蜀証 シ
゛
ュネッ.ス vs  EXE90 東淀JII lv尋 1高槻

゛

⑦ 14:00
VS VS VS Vs

① ① □ 軸

③ 14:40
V8 V日 Ψ串

ULll決勝戦 U‐11 3位決定戦 Q Q

③ 15120
VS

‐Ｆ

γ VS

①決勝戦 ①3位決定戦 0 ⑩


