
2011 南山本ＪＳＣ 招待大会

Orange Cup

 開催日　　2011年2月19日（土）

 会場　　　 久宝寺緑地　陸上競技場
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 　　    　2011 八尾南山本ジュニアサッカークラブ招待大会

 Orange Cup 要綱

■主旨■　 サッカーを通じて、友好少年サッカー団体との親睦を図り、子供達の卒業記念にあたり、

　　　　　　　 よき思い出の場を設けること及び指導者間の交流を目的とする。

■主催■　 八尾南山本ジュニアサッカークラブ　

（協力）　育成会・南山本PADRE

■日時■　 2011年2月19日(土)

■場所■　 久宝寺緑地　陸上競技場

■参加チーム■   東大阪JFC/岩田FC/ミュートスSC/RIP ACE SC/アオヤマSC/正覚寺FC/アンドリュースFC

アイリスFC住吉/東淀川FC/枚方高ノ台FC/ガンバ大阪Jr/YF奈良クラブ/南山本JSC

■大会規定■　

　　①競技方法 　3チーム 4組によるリーグ戦

　各リーグ1位チームによる決勝トーナメント

　　②競技場 　ピッチ 65m～80m × 40～50m

　ゴール 少年用

　　③競技時間 　予選リーグ 25min (1本)

　勝ち点制　（勝ち：3／引き分け：1／負け：0）

　(順位の決定は、①勝ち点②得失点差③総得点④抽選を優先順位とする。）

　順位決定トーナメント 15min - 3min - 15min

　同点の場合は、3人によるPK戦とする。(4人目以降は、サドンデス。)

　★試合終了後の挨拶は、ピッチ上のみでお願いします。迅速なスケジュール進行にご協力願います。

　★Cコート及びA,Bコート(順位トーナメント間)にて､フレンドリーマッチを組むことができます。

　希望される場合は、本部までご連絡下さい。対戦ﾁｰﾑを調整させていただきます(毎年好評です)。

　　④選手の交替 　自由な交代（人数制限なし）

　　⑤警告、退場 　大会中、悪質なﾌﾟﾚｰで退場、又は警告を受けた選手は、本大会本部の決定により、

　以後本大会に出場できなくなる場合がある。

　　⑥審判 　相互審判でお願いします。

　副審は、選手で可とします。（不都合の時は、本部まで申し出てください。）

　　⑦その他 　その他ルールに関する規定は、特に大会本部が規定しない限り、

　現日本サッカー協会競技規則に順ずる。

■表彰■　 リーグ1位チーム(4チーム)よる決勝トーナメントの結果　優勝・準優勝・3位・敢闘賞　

■注意事項■ ①大会中に起きた事故、疾病については応急処置のみとさせていただき、

　他は一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

②会場、駐車場内での事故、盗難などの責任は負えませんので、予めご了承ください。

③団の方針でお越しいただくチームの御心遣いをご遠慮申しております。

　 何卒ご理解いただきますようお願い致します

④施設内、及び近辺での火気の使用を禁止とします。

⑤指定外での喫煙は、ご遠慮下さい。

⑥ゴミは各チームでお持ち帰り頂きますよう、宜しくお願い致します。

⑦雨天決行としますが、荒天により中止とする場合は、午前8：00に決定します｡お問い合わせ下さい｡

■参加費■　  無料

■連絡先■　  後藤　　

■会場責任者■　  大北日吉
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