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3月16日（土）　―南大樋グランド―3月16日（土）　―南大樋グランド―3月16日（土）　―南大樋グランド―3月16日（土）　―南大樋グランド―
５年リーグ運営委員

【趣旨】 これまでの５年生リーグの運営方針に新しい取り組みを盛り込み、「高槻を強くする」を合言葉に選手・指導者の絆をより深くする事を目指す。

【組合せ】 参加２０チームを４つのブロックに分けてリーグ戦を行い、各ブロックの１位～５位の順位を決定する。

【開催】 年間５回の開催を行い、試合結果により次節のブロックを決定する。最終節を高槻市長杯とする。

第１節 4月28日 （土） ５年生リーグスプリングカップ （南大樋グランド）

第２節 6月16日 （土） ５年生リーグサマーカップ （牧田グランド）

第３節 9月8日 （土） ５年生リーグオータムカップ （青少年グランド・堤グランド）

第４節 11月18日 （日） ５年生リーグウインターカップ （水無瀬グランド）

（第４節） 12月1日 （土） ５年生リーグウインターカップ （牧田グランド）

第５節 3月16日 （土） 高槻市長杯 （南大樋グランド）

【雨天】 雨天順延の場合、4月以降に南大樋グランドにて開催。日程は未定。

【参加連絡】 日程は既に決まっているため、不参加連絡は事前報告でお願いします。対戦表が組めないためです。期限は別途ご連絡します。

当日不参加された場合は次節ノーエントリー扱いとします。もちろん最下位扱いとなります。

【参加学年】 ５年生チームが参加対象。他学年の出場は不可とする。人数が不足しているチームに低学年を参加させることはＯＫとする。

【試合時間】 全試合１５分ハーフ（ﾊｰﾌﾀｲﾑ：3分）　＝１５分－３分－１５分　注）いかなる場合もロスタイムは取らない。

【審判】 審判割当て通りで主審、副審は審判服着用で行う。

各チーム副審用フラッグを持参下さい。試合後速やかに本部に結果をお知らせ下さい。

【表彰】 Aブロックは優勝、準優勝、３位チームにトロフィーを授与する。

B～Dブロックは優勝チームにトロフィーを授与する。

全チーム1名に優秀選手賞（メダル）を授与する。

【褒賞】 高槻市長杯優勝チームは北摂ガンバカップに参加。

【準備・片付け】 会場設営準備（８時集合）、後片付けは全チームにてお願いします。

本部 ゴール 石灰の手配 ラインカ― メジャー

FCﾌｧﾙｺﾝ、郡家FC WinsFC、桜台FC 現地使用 真上FC、西大冠FC 玉川FC、西大冠FC、安満SC

【幹事チーム】 委員長 ＦＣファルコン 古本 080-5305-3768

委員 桜台ＦＣ 小磯 090-3720-7006

委員 玉川FC 谷口 090-9999-8956

委員 群家ＦＣ 杉本 090-9984-5995

ＰＣ担当 安満ＳＣ 曽我 090-5040-1621

【その他注意】 １）車の台数は１チーム：３台まで。近隣のチームは極力自転車などを利用。

２）当日雨天等で中止する場合は、運営委員が決定し、７時頃に下記連絡網で各チームに伝える。

　　決定できない場合は８時の集合時点で決定する。

ＦＣファルコン 古本

桜台ＦＣ 小磯 → 高槻ﾌﾟﾙｾｲﾗ、高槻ｸｲｰﾝ、北摂ｽｶｰﾚｯﾄ、高槻FC

玉川ＦＣ 谷口 → 芥川Jr．Ｄｒ、上牧FC、高槻Wins、奥坂FC

群家ＦＣ 杉本 → 北大冠FC、真上FC、高槻清水FC、如是FC

安満ＳＣ 曽我 → 塚原ｻﾝｸﾗﾌﾞ、西大冠FC、島本FC

【連絡方法】 各節の連絡は参加チーム担当指導者、佐田様、佐々木様へＰＣに同時に連絡します。

＜試合スケジュール＞＜試合スケジュール＞＜試合スケジュール＞＜試合スケジュール＞

審判 審判

① 9:009:009:009:00 ファルコン ― 桜台 塚原 高槻FC ― Ｗｉｎｓ 奥坂

② 9:409:409:409:40 塚原 ― 北大冠 ファルコン 奥坂 ― 西大冠 高槻FC

③ 10:2010:2010:2010:20 ＱＵＥＥＮ ― ファルコン 北大冠 玉川 ― 高槻FC 西大冠

④ 11:0011:0011:0011:00 桜台 ― 塚原 ＱＵＥＥＮ Ｗｉｎｓ ― 奥坂 玉川

⑤ 11:4011:4011:4011:40 北大冠 ― ＱＵＥＥＮ 桜台 西大冠 ― 玉川 Ｗｉｎｓ

⑥ 12:2012:2012:2012:20 ファルコン ― 塚原 北大冠 高槻FC ― 奥坂 西大冠

⑦ 13:0013:0013:0013:00 桜台 ― 北大冠 塚原 Ｗｉｎｓ ― 西大冠 奥坂

⑧ 13:4013:4013:4013:40 ＱＵＥＥＮ ― 塚原 桜台 玉川 ― 奥坂 Ｗｉｎｓ

⑨ 14:2014:2014:2014:20 北大冠 ― ファルコン ＱＵＥＥＮ 西大冠 ― 高槻FC 玉川

⑩ 15:0015:0015:0015:00 桜台 ― ＱＵＥＥＮ ファルコン Ｗｉｎｓ ― 玉川 高槻FC

審判 審判

① 9:009:009:009:00 郡家 ― 真上 島本 安満 ― 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ プルセイラ

② 9:409:409:409:40 島本 ― 如是 郡家 プルセイラ ― 高槻清水 安満

③ 10:2010:2010:2010:20  芥川 ―  郡家  如是  上牧 ―  安満  高槻清水

④ 11:0011:0011:0011:00 真上 ― 島本 郡家 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ ― プルセイラ 安満

⑤ 11:4011:4011:4011:40  如是 ―  芥川  真上  高槻清水 ―  上牧  北摂ｽｶｰﾚｯﾄ

⑥ 12:2012:2012:2012:20 郡家 ― 島本 如是 安満 ― プルセイラ 高槻清水

⑦ 13:0013:0013:0013:00 真上 ― 如是 島本 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ ― 高槻清水 プルセイラ

⑧ 13:4013:4013:4013:40  芥川 ―  島本  真上  上牧 ―  プルセイラ  北摂ｽｶｰﾚｯﾄ

⑨ 14:2014:2014:2014:20 如是 ― 郡家 真上 高槻清水 ― 安満 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ

⑩ 15:0015:0015:0015:00  真上 ―  芥川  郡家  北摂ｽｶｰﾚｯﾄ ―  上牧  安満

Ｄコート（予選：Ｄﾌﾞﾛｯｸ）

対戦 対戦

　
駐
車
場

南大樋グランド南大樋グランド南大樋グランド南大樋グランド

対戦 対戦

　　２０１２年度　５年生リーグ高槻市長杯要綱　　　　２０１２年度　５年生リーグ高槻市長杯要綱　　　　２０１２年度　５年生リーグ高槻市長杯要綱　　　　２０１２年度　５年生リーグ高槻市長杯要綱　　

Ｎｏ ｷｯｸｵﾌ

Ｎｏ ｷｯｸｵﾌ

Ａコート（予選：Ａﾌﾞﾛｯｸ） Ｂコート（予選：Ｂﾌﾞﾛｯｸ）

Ｃコート（予選：Ｃﾌﾞﾛｯｸ）

ＣＣＣＣＡＡＡＡ

ＢＢＢＢ ＤＤＤＤ



　

Ｎｏ 試合時間

① ファルコン ＶＳ 桜台 塚原

② 塚原 ＶＳ 北大冠 ファルコン

③ ＱＵＥＥＮ ＶＳ ファルコン 北大冠

④ 桜台 ＶＳ 塚原 ＱＵＥＥＮ

⑤ 北大冠 ＶＳ ＱＵＥＥＮ 桜台

⑥ ファルコン ＶＳ 塚原 北大冠

⑦ 桜台 ＶＳ 北大冠 塚原

⑧ ＱＵＥＥＮ ＶＳ 塚原 桜台

⑨ 北大冠 ＶＳ ファルコン ＱＵＥＥＮ

⑩ 桜台 ＶＳ ＱＵＥＥＮ ファルコン

　【注意事項】　【注意事項】　【注意事項】　【注意事項】

　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。

　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。

　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。

　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。

決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。

　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。

作成日 担当

ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック チーム
塚原塚原塚原塚原 北大冠北大冠北大冠北大冠

10:2010:2010:2010:20

11:4011:4011:4011:40

9:409:409:409:40 １５分－３分－１５分

１５分－３分－１５分

11:0011:0011:0011:00 １５分－３分－１５分

１５分－３分－１５分

/ 幹事チーム名 FCファルコンFCファルコンFCファルコンFCファルコン 携帯電話番号  

13:4013:4013:4013:40

12:2012:2012:2012:20 １５分－３分－１５分

１５分－３分－１５分

１５分－３分－１５分

１５分－３分－１５分

１５分－３分－１５分

◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆

年月日 平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土） 会場 南大樋グランド（Ａコート）南大樋グランド（Ａコート）南大樋グランド（Ａコート）南大樋グランド（Ａコート）

14:2014:2014:2014:20

15:0015:0015:0015:00

13:0013:0013:0013:00

キックオフ 対　　戦　　表 審　判

9:009:009:009:00 １５分－３分－１５分

ファルコンファルコンファルコンファルコン 桜台桜台桜台桜台 ＱＵＥＥＮＱＵＥＥＮＱＵＥＥＮＱＵＥＥＮ



　

Ｎｏ 試合時間

① 高槻FC ＶＳ Ｗｉｎｓ 奥坂

② 奥坂 ＶＳ 西大冠 高槻FC

③ 玉川 ＶＳ 高槻FC 西大冠

④ Ｗｉｎｓ ＶＳ 奥坂 玉川

⑤ 西大冠 ＶＳ 玉川 Ｗｉｎｓ

⑥ 高槻FC ＶＳ 奥坂 西大冠

⑦ Ｗｉｎｓ ＶＳ 西大冠 奥坂

⑧ 玉川 ＶＳ 奥坂 Ｗｉｎｓ

⑨ 西大冠 ＶＳ 高槻FC 玉川

⑩ Ｗｉｎｓ ＶＳ 玉川 高槻FC

　【注意事項】　【注意事項】　【注意事項】　【注意事項】

　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。

　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。

　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。

　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。

決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。

　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。

作成日 担当/ 幹事チーム名 玉川FC玉川FC玉川FC玉川FC 携帯電話番号  

14:2014:2014:2014:20 １５分－３分－１５分

15:0015:0015:0015:00 １５分－３分－１５分

12:2012:2012:2012:20 １５分－３分－１５分

13:0013:0013:0013:00 １５分－３分－１５分

13:4013:4013:4013:40 １５分－３分－１５分

10:2010:2010:2010:20 １５分－３分－１５分

11:0011:0011:0011:00 １５分－３分－１５分

11:4011:4011:4011:40 １５分－３分－１５分

キックオフ 対　　戦　　表 審　判

9:009:009:009:00 １５分－３分－１５分

9:409:409:409:40 １５分－３分－１５分

年月日 平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土） 会場 南大樋グランド（Bコート）南大樋グランド（Bコート）南大樋グランド（Bコート）南大樋グランド（Bコート）

◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆

BブロックBブロックBブロックBブロック チーム
高槻FC高槻FC高槻FC高槻FC ＷｉｎｓＷｉｎｓＷｉｎｓＷｉｎｓ 奥坂奥坂奥坂奥坂 西大冠西大冠西大冠西大冠 玉川玉川玉川玉川



　

Ｎｏ 試合時間

① 郡家 ＶＳ 真上 島本

② 島本 ＶＳ 如是 郡家

③  芥川 ＶＳ  郡家  如是

④ 真上 ＶＳ 島本 郡家

⑤  如是 ＶＳ  芥川  真上

⑥ 郡家 ＶＳ 島本 如是

⑦ 真上 ＶＳ 如是 島本

⑧  芥川 ＶＳ  島本  真上

⑨ 如是 ＶＳ 郡家 真上

⑩  真上 ＶＳ  芥川  郡家

　【注意事項】　【注意事項】　【注意事項】　【注意事項】

　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。

　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。

　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。

　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。

決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。

　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。

作成日 担当/ 幹事チーム名 郡家FC郡家FC郡家FC郡家FC 携帯電話番号  

14:2014:2014:2014:20 １５分－３分－１５分

15:0015:0015:0015:00 １５分－３分－１５分

12:2012:2012:2012:20 １５分－３分－１５分

13:0013:0013:0013:00 １５分－３分－１５分

13:4013:4013:4013:40 １５分－３分－１５分

10:2010:2010:2010:20 １５分－３分－１５分

11:0011:0011:0011:00 １５分－３分－１５分

11:4011:4011:4011:40 １５分－３分－１５分

キックオフ 対　　戦　　表 審　判

9:009:009:009:00 １５分－３分－１５分

9:409:409:409:40 １５分－３分－１５分

年月日 平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土） 会場 南大樋グランド（Cコート）南大樋グランド（Cコート）南大樋グランド（Cコート）南大樋グランド（Cコート）

◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆

CブロックCブロックCブロックCブロック チーム
郡家郡家郡家郡家 真上真上真上真上 島本島本島本島本 如是如是如是如是 芥川芥川芥川芥川



　

Ｎｏ 試合時間

① 安満 ＶＳ 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ プルセイラ

② プルセイラ ＶＳ 高槻清水 安満

③  上牧 ＶＳ  安満  高槻清水

④ 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ ＶＳ プルセイラ 安満

⑤  高槻清水 ＶＳ  上牧  北摂ｽｶｰﾚｯﾄ

⑥ 安満 ＶＳ プルセイラ 高槻清水

⑦ 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ ＶＳ 高槻清水 プルセイラ

⑧  上牧 ＶＳ  プルセイラ  北摂ｽｶｰﾚｯﾄ

⑨ 高槻清水 ＶＳ 安満 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ

⑩  北摂ｽｶｰﾚｯﾄ ＶＳ  上牧  安満

　【注意事項】　【注意事項】　【注意事項】　【注意事項】

　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。　全チーム指導者は８時集合で準備を行い、後片付けは全チームで行う。

　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。　※車は各チーム　３台まで。　出来るだけ少なくお願い致します。

　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。　※敷地内は禁煙となっております。喫煙は指定の場所でお願いします。

　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。　※雨天等で中止する場合は、会場総合責任者が７時頃決定し、連絡網で各チームに伝える。

決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。決定できない場合は８時の集合時点で決定する。

　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。　※試合結果は幹事チームが記録し、本部に提出願います。

作成日 担当/ 幹事チーム名 安満SC安満SC安満SC安満SC 携帯電話番号  

14:2014:2014:2014:20 １５分－３分－１５分

15:0015:0015:0015:00 １５分－３分－１５分

12:2012:2012:2012:20 １５分－３分－１５分

13:0013:0013:0013:00 １５分－３分－１５分

13:4013:4013:4013:40 １５分－３分－１５分

10:2010:2010:2010:20 １５分－３分－１５分

11:0011:0011:0011:00 １５分－３分－１５分

11:4011:4011:4011:40 １５分－３分－１５分

キックオフ 対　　戦　　表 審　判

9:009:009:009:00 １５分－３分－１５分

9:409:409:409:40 １５分－３分－１５分

年月日 平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土）平成25年3月16日（土） 会場 南大樋グランド（Dコート）南大樋グランド（Dコート）南大樋グランド（Dコート）南大樋グランド（Dコート）

◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆◆　２０１２年度　高槻市長杯　◆

DブロックDブロックDブロックDブロック チーム
安満安満安満安満 北摂ｽｶｰﾚｯﾄ北摂ｽｶｰﾚｯﾄ北摂ｽｶｰﾚｯﾄ北摂ｽｶｰﾚｯﾄ プルセイラプルセイラプルセイラプルセイラ 高槻清水高槻清水高槻清水高槻清水 上牧上牧上牧上牧


