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2017年1月22日

1 日 時 ： 2017年2月19日（日）　　　9：00　～　17：00

2 会 場 ： 協同学苑　南グラウンド
三木市志染町青山７－１－４　　　　開門時間　8:30

3 主 催 ： 駒ヶ林フットボールクラブ

4 競技規則： 日本サッカー協会「サッカー競技規則」に準ずる。

5 競技人数： 8人制とする。

6 反則退場： 試合中退場処分を受けた選手は、その試合のみ退場する。次の試合は出場可。
退場選手が出た場合、ベンチ控え選手の中から選手を補充することができる。

7 試 合 球 ： 4号球を使用

8 試合形式： 予選リーグ
①　３チーム毎に予選リーグを行い、順位を決める。　試合時間は、２０分１本。
②　勝点は、勝ち3点、引分け1点、負け0点とする

但し、勝点が同じ場合は、得失点差、総得点数、当該チーム間の対戦結果、くじの順で決定する。
③　試合の開始、終了は、本部のホイッスルで行います。（アディショナルタイムは取りません。）

決勝トーナメント、チャレンジトーナメント及びフレンドリートーナメント
①　一次リーグ各ブロックの順位で各トーナメントを行う。　試合時間は１５分-５分-１５分。
②　同点の場合は、ＰＫ戦３名により上位進出を決める。

※ ・ 各試合の一つ前の試合開始時に、主審と各チームのキャプテンは本部に集合し、ユニフォーム
チェックとコイントスをお願いします。　（ユニフォームはビブス可）
・ 試合後のベンチ挨拶は割愛でお願いします。
・ 試合時間を厳守し、スムーズな試合進行にご協力お願いいたします。
・ 9:00に各チームの指導者1名本部前に集合お願いします。大会要項の確認を行います。
・ 9:10に1試合目、2試合目の主審、該当チームキャプテンは本部前に集合して下さい。

9 参加人数： 特に制限はしない。（ただし背番号がダブらないようにする）

10 選手交代： ・ 参加選手の中で自由に行えるものとする。但し、ＧＫの交代のみ主審に告げアウトオブプレー
に行う。
・ 試合途中の交代は、交代エリアにて自由な交代とする。

11 審 判 ： ・ 審判は試合予定表とおりとし，審判服の着用をお願いします。（帽子、手袋、長スパッツ可。）
副審は子供でも可。
・ 審判カードを各試合前にお渡しします。試合終了後速やかに大会本部まで提出してください。

12 雨 天 時 ： 雨天決行
但し、天災、警報等（開催地での気象状況など）で開催が危ぶまれる場合は、大会主催者より朝7時
の時点で判断し、各参加チームに連絡をします。

13 表 彰 ： 決勝トーナメント　１位チーム、２位チーム、チャレンジトーナメント、フレンドリートーナメントの各１位
チームにそれぞれトロフィー・盾を授与。　優秀選手賞　１２名にメダルを授与。

14 参 加 費 ： 各チーム毎に4,000円

15 そ の 他 ： ・ 施設の南側駐車場は利用出来ません。北駐車場をご利用ください。
・ 父兄の方にも周知徹底をお願い致します。
・大会中に発生した事故・負傷に関しては、本部にて応急処置は行いますが、責任は負いかねますの
で、必ずスポーツ障害保険の加入を済ませてください。

以上、不明瞭または不明確な点が御座いましたら下記までご連絡下さい。

駒ヶ林フットボールクラブ　　　
代 表　北浦　元治　090‐7752‐6882

担当コーチ　宮﨑　幸太　090-1445-1707
担当コーチ　石橋　勇人　090-5163-2709
担当コーチ　小村　健吾　080-2482-2359

komafc@gmail.com
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板宿サッカークラブ 神戸地区

ヴィッセル神戸Ｕ－１２ 神戸地区

王子ＦＣ 神戸地区

北五葉サッカークラブ 神戸地区

西神中央フットボールクラブ 神戸地区

センアーノ神戸　ジュニア 神戸地区

平岡北サッカークラブ 東播地区

みさきフットボールクラブ 神戸地区

やまてサッカークラブ 明石地区

用海フットボールクラブ 西宮地区

若草少年サッカークラブ 神戸地区

駒ヶ林フットボールクラブ 神戸地区

１２チーム

参加チーム一覧
（敬称略）



【予選ブロック】

Ａブロック Bブロック

Ｃブロック Ｄブロック

【トーナメント】

決勝トーナメント チャレンジトーナメント

フレンドリートーナメント

【タイムスケジュール】

①  9:20～ ｖｓ ｖｓ

②  9:45～ ｖｓ ｖｓ

③ 10:10～ ｖｓ ｖｓ

④ 10:35～ ｖｓ ｖｓ

⑤ 11:00～ ｖｓ ｖｓ

⑥ 11:25～ ｖｓ ｖｓ

⑦ 12:05～ ｖｓ ｖｓ

⑧ 12:50～ ｖｓ ｖｓ

⑨ 13:35～ ｖｓ ｖｓ

⑩ 14:25～ ｖｓ ｖｓ

⑪ 15:10～ ｖｓ ｖｓ

⑫ 15:55～ ｖｓ ｖｓ

16:40～ 閉　　会　　式

⑩西

⑫東

⑨東 ⑨西

⑫東

⑪東

⑧東 ⑧西

⑪西

用海ＦＣ

Ａ３位 Ｂ３位 Ｃ３位 Ｄ３位

対戦表・タイムスケジュール

⑦東

⑩東

⑦西

④西

センアーノ神戸

板宿SC センアーノ神戸

北五葉ＳＣ ②西 ⑥西

若草少年ＳＣ ④東

ヴィッセル神戸 やまてＳＣ 駒ヶ林ＦＣ
ヴィッセル神戸 ①西 ⑤西

やまてＳＣ ③西

駒ヶ林ＦＣ

板宿SC

平岡北ＳＣ

みさきＦＣ 若草少年ＳＣ 用海ＦＣ

みさきＦＣ ②東 ⑥東

西神中央ＦＣ 王子ＦＣ 平岡北ＳＣ

西神中央ＦＣ ①東 ⑤東

王子ＦＣ ③東

主審 副審 主審

Ａ1位 Ｂ1位 Ｃ1位 Ｄ1位 Ａ２位 Ｂ２位 Ｃ２位 Ｄ２位

北五葉ＳＣ

副審

西　コ　ー　ト東　コ　ー　ト

15分ー5分15分

20分1本

主審 副審 主審 副審

対戦チーム

対戦チーム

対戦チーム

対戦チーム

西神中央ＦＣ

みさきＦＣ

王子ＦＣ
若草少年ＳＣ

平岡北ＳＣ

用海ＦＣ センアーノ神戸

平岡北ＳＣ みさきＦＣ 若草少年ＳＣ やまてＳＣ

⑦東勝

⑧東勝

⑨東勝

みさきＦＣ 平岡北ＳＣ 西神中央ＦＣ

⑨西勝 ⑧西勝 ⑧東勝

やまてＳＣ センアーノ神戸 北五葉ＳＣ

板宿SC ヴィッセル神戸 やまてＳＣ

Ａ3位

Ａ2位

Ａ1位

西神中央ＦＣ 若草少年ＳＣ 用海ＦＣ 駒ヶ林ＦＣ

王子ＦＣ 用海ＦＣ みさきＦＣ ヴィッセル神戸

若草少年ＳＣ 西神中央ＦＣ 王子ＦＣ 北五葉ＳＣ

用海ＦＣ 王子ＦＣ 平岡北ＳＣ 板宿SC
ヴィッセル神戸 板宿SC センアーノ神戸

北五葉ＳＣ 駒ヶ林ＦＣ ヴィッセル神戸

駒ヶ林ＦＣ 北五葉ＳＣ 板宿SC
センアーノ神戸 やまてＳＣ 駒ヶ林ＦＣ

⑨東負

B1位 B2位 Ａ2位 Ｃ1位

⑦西勝 ⑨東勝 ⑨西勝 ⑦東負

Ｄ3位 Ｃ1位 Ｄ1位

Ｄ2位 Ｄ3位 Ｃ3位

⑧西勝 ⑦西勝 ⑦東勝 ⑧東負

B3位 Ａ1位 B1位 Ｃ3位

B2位 B3位 Ａ3位 Ｃ2位

⑧西負 ⑦東負 ⑦西負

⑨西負 ⑧東負 ⑧西負

Ｄ1位 Ｄ2位 Ｃ2位

⑦西負 ⑨西負 ⑨東負



協同学苑
三木市志染町青山７－１－４　　　　開門時間　8:30

駐車場は利用出来ません。 開催グラウンド 

利用可能駐車場入


