
　１　大会趣旨　１　大会趣旨　１　大会趣旨　１　大会趣旨 本大会は、日頃交流を行っているチ－ムと親睦を図り、本大会は、日頃交流を行っているチ－ムと親睦を図り、本大会は、日頃交流を行っているチ－ムと親睦を図り、本大会は、日頃交流を行っているチ－ムと親睦を図り、
あわせて選手の技術向上を図る。あわせて選手の技術向上を図る。あわせて選手の技術向上を図る。あわせて選手の技術向上を図る。

　２　主    催　２　主    催　２　主    催　２　主    催 西大冠フットボールクラブ西大冠フットボールクラブ西大冠フットボールクラブ西大冠フットボールクラブ

　３　後　　援　３　後　　援　３　後　　援　３　後　　援 特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    ＦｕｎＦｕｎＦｕｎＦｕｎ

　４　大 会 日　４　大 会 日　４　大 会 日　４　大 会 日 ２０１３年７月１４日（日）２０１３年７月１４日（日）２０１３年７月１４日（日）２０１３年７月１４日（日）
『小雨決行』『小雨決行』『小雨決行』『小雨決行』

　５　会    場　５　会    場　５　会    場　５　会    場 高槻市立青少年運動広場（市立総合スポーツセンター内）高槻市立青少年運動広場（市立総合スポーツセンター内）高槻市立青少年運動広場（市立総合スポーツセンター内）高槻市立青少年運動広場（市立総合スポーツセンター内）

　６　参加チ－ム　６　参加チ－ム　６　参加チ－ム　６　参加チ－ム 枚方ＦＣ（枚方市）：２・４年枚方ＦＣ（枚方市）：２・４年枚方ＦＣ（枚方市）：２・４年枚方ＦＣ（枚方市）：２・４年
交野ＦＣ（交野市）：４年交野ＦＣ（交野市）：４年交野ＦＣ（交野市）：４年交野ＦＣ（交野市）：４年
三津浜（滋賀県）：４年、野洲（滋賀県）２年三津浜（滋賀県）：４年、野洲（滋賀県）２年三津浜（滋賀県）：４年、野洲（滋賀県）２年三津浜（滋賀県）：４年、野洲（滋賀県）２年
スポーツネット（大阪市）：４年スポーツネット（大阪市）：４年スポーツネット（大阪市）：４年スポーツネット（大阪市）：４年
如是（高槻市）４年如是（高槻市）４年如是（高槻市）４年如是（高槻市）４年
塚原・芥川Ｊｒ・桜台（高槻市）２年塚原・芥川Ｊｒ・桜台（高槻市）２年塚原・芥川Ｊｒ・桜台（高槻市）２年塚原・芥川Ｊｒ・桜台（高槻市）２年
西大冠ＦＣ：２・４年（高槻市）西大冠ＦＣ：２・４年（高槻市）西大冠ＦＣ：２・４年（高槻市）西大冠ＦＣ：２・４年（高槻市）

　７　参 加 費　７　参 加 費　７　参 加 費　７　参 加 費 ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円

　８　表    彰　８　表    彰　８　表    彰　８　表    彰 ４年：優勝・準優勝・３～５位・敢闘賞４年：優勝・準優勝・３～５位・敢闘賞４年：優勝・準優勝・３～５位・敢闘賞４年：優勝・準優勝・３～５位・敢闘賞
２年：優勝・準優勝・３～５位・敢闘賞２年：優勝・準優勝・３～５位・敢闘賞２年：優勝・準優勝・３～５位・敢闘賞２年：優勝・準優勝・３～５位・敢闘賞

　９　そ の 他　９　そ の 他　９　そ の 他　９　そ の 他 開会式は行いませんが、全試合終了し、順位決定後に開会式は行いませんが、全試合終了し、順位決定後に開会式は行いませんが、全試合終了し、順位決定後に開会式は行いませんが、全試合終了し、順位決定後に
表彰並びに閉会式を行います。表彰並びに閉会式を行います。表彰並びに閉会式を行います。表彰並びに閉会式を行います。

　１　大会規則　１　大会規則　１　大会規則　１　大会規則 ①　競技は、２０１３年度日本サッカ－協会「サッカ－①　競技は、２０１３年度日本サッカ－協会「サッカ－①　競技は、２０１３年度日本サッカ－協会「サッカ－①　競技は、２０１３年度日本サッカ－協会「サッカ－
  競技規則」に準じて行い、８人制とします。  競技規則」に準じて行い、８人制とします。  競技規則」に準じて行い、８人制とします。  競技規則」に準じて行い、８人制とします。

　２　試合方法　２　試合方法　２　試合方法　２　試合方法 ４年：Ａ・Ｂブロックのリ－グ戦後、順位決定戦を行う。４年：Ａ・Ｂブロックのリ－グ戦後、順位決定戦を行う。４年：Ａ・Ｂブロックのリ－グ戦後、順位決定戦を行う。４年：Ａ・Ｂブロックのリ－グ戦後、順位決定戦を行う。
２年：リーグ戦（２回戦制）２年：リーグ戦（２回戦制）２年：リーグ戦（２回戦制）２年：リーグ戦（２回戦制）

　３　試合時間　３　試合時間　３　試合時間　３　試合時間 ①　４年：１２分－５分－１２分で行います。①　４年：１２分－５分－１２分で行います。①　４年：１２分－５分－１２分で行います。①　４年：１２分－５分－１２分で行います。
　　２年：１０分－５分－１０分で行います。　　２年：１０分－５分－１０分で行います。　　２年：１０分－５分－１０分で行います。　　２年：１０分－５分－１０分で行います。

②　審判については、相互審判にて行いたいと②　審判については、相互審判にて行いたいと②　審判については、相互審判にて行いたいと②　審判については、相互審判にて行いたいと
　　思いますので、ご協力をお願いします。　　思いますので、ご協力をお願いします。　　思いますので、ご協力をお願いします。　　思いますので、ご協力をお願いします。
　　ただし、主審の方は、審判服を着用してください。　　ただし、主審の方は、審判服を着用してください。　　ただし、主審の方は、審判服を着用してください。　　ただし、主審の方は、審判服を着用してください。

　４　リーグ戦　４　リーグ戦　４　リーグ戦　４　リーグ戦 ①　勝ち点により決定します。①　勝ち点により決定します。①　勝ち点により決定します。①　勝ち点により決定します。
　　　勝ち＝３点、引き分け＝１点、負け＝０点。　　　勝ち＝３点、引き分け＝１点、負け＝０点。　　　勝ち＝３点、引き分け＝１点、負け＝０点。　　　勝ち＝３点、引き分け＝１点、負け＝０点。
②　なお、勝ち点が同じ場合は、得失点差・得点率等に②　なお、勝ち点が同じ場合は、得失点差・得点率等に②　なお、勝ち点が同じ場合は、得失点差・得点率等に②　なお、勝ち点が同じ場合は、得失点差・得点率等に
　　より決定します。　　より決定します。　　より決定します。　　より決定します。

　　　順位決定戦　　　順位決定戦　　　順位決定戦　　　順位決定戦 ①　順位トーナメントの同点の場合は、サドンデスＰＫ①　順位トーナメントの同点の場合は、サドンデスＰＫ①　順位トーナメントの同点の場合は、サドンデスＰＫ①　順位トーナメントの同点の場合は、サドンデスＰＫ

　５　そ の 他　５　そ の 他　５　そ の 他　５　そ の 他 ・  競技中の負傷等については、応急措置などの手当は・  競技中の負傷等については、応急措置などの手当は・  競技中の負傷等については、応急措置などの手当は・  競技中の負傷等については、応急措置などの手当は
　　いたしますが、その責は負いません。　　いたしますが、その責は負いません。　　いたしますが、その責は負いません。　　いたしますが、その責は負いません。
・　給水タイムは、主審の判断により取るようにします。・　給水タイムは、主審の判断により取るようにします。・　給水タイムは、主審の判断により取るようにします。・　給水タイムは、主審の判断により取るようにします。
・　大会当日は、暑いことが予想されますので、選手の・　大会当日は、暑いことが予想されますので、選手の・　大会当日は、暑いことが予想されますので、選手の・　大会当日は、暑いことが予想されますので、選手の
　　健康管理には十分配慮してください。　　健康管理には十分配慮してください。　　健康管理には十分配慮してください。　　健康管理には十分配慮してください。
　　また、天候等により、試合時間などを変更するとき　　また、天候等により、試合時間などを変更するとき　　また、天候等により、試合時間などを変更するとき　　また、天候等により、試合時間などを変更するとき
　　もありますので、ご了承ください。　　もありますので、ご了承ください。　　もありますので、ご了承ください。　　もありますので、ご了承ください。

 西大冠ミニカップ“２０１３” 西大冠ミニカップ“２０１３” 西大冠ミニカップ“２０１３” 西大冠ミニカップ“２０１３”

 大 　会 　要 　項 大 　会 　要 　項 大 　会 　要 　項 大 　会 　要 　項

 大 会 規 定 大 会 規 定 大 会 規 定 大 会 規 定



［日　時］

［場　所］

地
図：

http://www2.wagamachi-guide.com/takatsuki/map/map.asp?dtp=1&fid=410&msz=0

［競技規則］ ① 日本サッカー協会競技規則に準ずる。

② 8人制で行い交替人数の制限はなし、自由交代（再出場も可）とする。
③ 審判は相互審判（副審なし）、審判服着用。左側が前半、右側が後半
④少年用ゴール 試合時間 Ｕ－１０　12分-5分-12分 ロスタイムなし
　  　　　　　　　　　　Ｕ－８　　10分-5分-10分 ロスタイムなし

審判 審判
① 9:15～9:40 U-8西大冠 ｖｓ U-8芥川Ｊｒ 相互 U-8桜台 ｖｓ U-8塚原 相互
② 9:45～10:14 U-10ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ ｖｓ U-10西大冠 相互 U-10如是 ｖｓ U-10交野 相互
③ 10:20～10:45 U-8芥川Ｊｒ ｖｓ U-8野洲 相互 U-8塚原 ｖｓ U-8枚方ＦＣ 相互
④ 10:50～11:19 U-10西大冠 ｖｓ U-10枚方ＦＣ 相互 U-10交野 ｖｓ U-10三津浜 相互
⑤ 11:25～11:50 U-8野洲 ｖｓ U-8西大冠 相互 U-8枚方ＦＣ ｖｓ U-8桜台 相互
⑥ 11:55～12:24 U-10枚方ＦＣ ｖｓ U-10ｽﾎﾟｰﾂﾈｯﾄ 相互 U-10三津浜 ｖｓ U-10如是 相互

⑦ 12:40～13:05 ｂ－２位 ｖｓ ａ－３位 相互 ｂ－３位 ｖｓ ａ－２位 相互
⑧ 13:10～13:39 Ｂ－２位 ｖｓ Ａ－３位 相互 Ｂ－３位 ｖｓ Ａ－２位 相互
⑨ 13:45～14:10 ａ－１位 ｖｓ ⑦北勝ち 相互 ｂ－１位 ｖｓ ⑦南勝ち 相互
⑩ 14:15～14:44 Ａ－１位 ｖｓ ⑧北勝ち 相互 Ｂ－１位 ｖｓ ⑧南勝ち 相互
⑪ 14:50～15:15 ⑨北負け ｖｓ ⑨南負け 相互 ⑦北負け ｖｓ ⑦南負け 相互
⑫ 15:20～15:49 ⑩北負け ｖｓ ⑩南負け 相互 ⑧北負け ｖｓ ⑧南負け 相互
⑬ 15:55～16:24 ⑩北勝ち ｖｓ ⑩南勝ち 相互 ⑨北勝ち ｖｓ ⑨南勝ち 相互

南側（住宅側）

Ｕ－１０・Ｕ－８　西大冠ミニカップＵ－１０・Ｕ－８　西大冠ミニカップＵ－１０・Ｕ－８　西大冠ミニカップＵ－１０・Ｕ－８　西大冠ミニカップ
２０１３年７月１４日（日）

高槻市立青少年運動広場（市立総合スポーツセンター内）
　大阪府高槻市芝生町4丁目1-1

タイムスケジュール

昼休憩

試合時間
対戦カード

北側（テニスコート側）



Ｕ－１０の部Ｕ－１０の部Ｕ－１０の部Ｕ－１０の部
Ａブロックの予選リ－グ戦表Ａブロックの予選リ－グ戦表Ａブロックの予選リ－グ戦表Ａブロックの予選リ－グ戦表

勝勝勝勝 負負負負 分分分分 勝点勝点勝点勝点 得点得点得点得点 失点失点失点失点 得失得失得失得失 順位順位順位順位

Ｂブロックの予選リ－グ戦表Ｂブロックの予選リ－グ戦表Ｂブロックの予選リ－グ戦表Ｂブロックの予選リ－グ戦表
勝勝勝勝 負負負負 分分分分 勝点勝点勝点勝点 得点得点得点得点 失点失点失点失点 得失得失得失得失 順位順位順位順位

３位

⑫南側

⑫北側

⑬北側

優勝

⑧北側 ⑧南側

⑩北側 ⑩南側

５位

交野ＦＣ交野ＦＣ交野ＦＣ交野ＦＣ －－－－ ※※※※※※※※※※※※ －－－－

三津浜三津浜三津浜三津浜 －－－－ －－－－ ※※※※※※※※※※※※

チ－ム名チ－ム名チ－ム名チ－ム名 如是ＦＣ如是ＦＣ如是ＦＣ如是ＦＣ 交野ＦＣ交野ＦＣ交野ＦＣ交野ＦＣ 三津浜三津浜三津浜三津浜

如是ＦＣ如是ＦＣ如是ＦＣ如是ＦＣ ※※※※※※※※※※※※ －－－－ －－－－

－－－－ ※※※※※※※※※※※※ －－－－

西大冠ＦＣ西大冠ＦＣ西大冠ＦＣ西大冠ＦＣ －－－－ －－－－ ※※※※※※※※※※※※

順位決定戦順位決定戦順位決定戦順位決定戦

チ－ム名チ－ム名チ－ム名チ－ム名 枚方ＦＣ枚方ＦＣ枚方ＦＣ枚方ＦＣ スポーツネットスポーツネットスポーツネットスポーツネット 西大冠ＦＣ西大冠ＦＣ西大冠ＦＣ西大冠ＦＣ

枚方ＦＣ枚方ＦＣ枚方ＦＣ枚方ＦＣ ※※※※※※※※※※※※ －－－－ －－－－

スポーツネットスポーツネットスポーツネットスポーツネット

Ａ－1位 Ｂ－２位 Ａ－３位 Ｂ－３位 Ａ－２位 Ｂ－1位


