
日時：平成27年５月4日（月） 【雨天決行】

場所：三木山総合運動公園　多目的グランド
（三木市福井字三木山2474-5）

協賛：神戸屋スポーツ

LIBERTY CUP 2015　 U-10



１． 名　称 リバティカップ　2015

２． 趣　旨

交流する事を目的とする。

３． 主　催 自由が丘サッカークラブ　及び保護者

４． 協　賛 神戸屋スポーツ

５． 日　程 平成27年５月4日(月) 【雨天決行】

６． 会　場 三木山総合運動公園　多目的グランド

７． 表　彰 優勝　･･･ 表彰状、トロフィ

準優勝･･･ 表彰状、トロフィ

３位　･･･ 表彰状、トロフィ

敢闘賞･･･ 表彰状、たて

努力賞･･･ 表彰状、たて

優秀選手賞（各チーム１名）

参加賞（全選手及び帯同コーチ）

８． 参加費 ５，０００円 （当日受付にて納付してください。）

９． 参加資格 小学４年生以下で構成されたチームとする。

10．参加チーム 泉FCJr

押部FC

九会サッカースポーツ少年団

黒田庄ジュニアサッカークラブ

滝野少年サッカークラブ

旭FCｊｒ

西脇ジュニアFC

藤江KSC

日野フットボールクラブ

FCウイングス

北条サッカースポーツ少年団

自由が丘サッカークラブ

サッカー競技を通じて技術の向上と相互の親睦を深め、

大会要綱
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1． 競技方法

予選はリーグ戦、決勝はトーナメント戦とする。

2． 競技規則

a. 日本サッカー協会競技規則による。

（LOW OF THE GAME 2014 2015）
8人制で、自由な交代とする。

b. 試合球は、４号手縫いボールとする。

c. 競技時間は、前半１５分・後半１５分・ハーフタイム５分とする。

d. 選手の交代は、何人でも可能とする。

e. ３チーム・4ブロックによる予選リーグを行い、その結果により、

順位トーナメントを行う。

f. リーグの順位は勝点制（勝 3・引き分け １・負 ０）により決定する。

但し、勝ち点が同じ時は、下記の通りに決定する。

【優先順位】得失点差 ⇒ 総得点 ⇒ 当該チームの対戦成績 ⇒ 抽選 
順位トーナメントは、同点の場合ＰＫ戦(3人制)により勝敗を決定する。

3． 審判

別紙の通り、１人審判とする。主審は審判服を着用のこと。

4． その他

各チームの責任において、参加者全員がスポーツ保険に加入している事。

選手の障害・疾病については、応急処置のほか一切の責任を負うことは

できません。会場内・駐車場内の事故等についても、一切の責任を負う事

はできません。

雷等の天候異変時には、本部の判断により、中止させていただく事が

あります。その場合は、その時点でゲーム成立とします。

5． 問い合わせ先

代表・監督 横山　信也 TEL/FAX 0794－87－1619

携帯 090－7551－3663

大会規定

‐２‐



１．保護者の応援は観客席でお願いします。
グランド内は、選手と指導者のみ

２．観客席へは、スパイクで入らないで下さい。
１階にて、靴を履き替えてください。

３．アップは、決められた場所で行なってください。
トラック内でのアップは禁止です。

４．各チームの指導者及び選手の皆様は、試合進行がスムーズに

行えるようにご協力お願いします。

５．審判カードは、本部で用意しております。

６．グランド内での喫煙は、ご遠慮ください。
当日は喫煙場所を用意しますので、決められた場所でお願いします。

７．ごみは、各チームでお持ち帰りください。

注意事項、お願い
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【予選リーグ】

Aブロック

北条 黒田庄 自　由 勝 分 負 勝ち点 得点 失点 得失差 順位

北条

黒田庄

自　由

Bブロック

泉 滝野 ウイング 勝 分 負 勝ち点 得点 失点 得失差 順位

泉

滝野

ウイング

Cブロック

旭 藤江 日野 勝 分 負 勝ち点 得点 失点 得失差 順位

旭

藤江

日野

Ｄブロック

九会 押部 西脇 勝 分 負 勝ち点 得点 失点 得失差 順位

　 九会

押部

西脇
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【決勝トーナメント表】

1位トーナメント

　　　　　　　　

2位トーナメント

　　　　　　　　

3位トーナメント

　　　　　　　　

　U-10　2015/5/4

Bﾋﾟｯﾁ-⑫

Aブロック1位 Ｂブロック1位 Ｃブロック1位 Ｄブロック1位

Aﾋﾟｯﾁ-⑨ Bﾋﾟｯﾁ-⑨

Bﾋﾟｯﾁ-⑦ Bﾋﾟｯﾁ-⑧

Aﾋﾟｯﾁ-⑩

Aﾋﾟｯﾁ-⑪

Aﾋﾟｯﾁ-⑫

Bﾋﾟｯﾁ-⑩

Bﾋﾟｯﾁ-⑪

Aブロック2位 Ｂブロック2位 Ｃブロック2位 Ｄブロック2位

Aブロック3位 Ｂブロック3位 Ｃブロック3位 Ｄブロック3位

Aﾋﾟｯﾁ-⑦ Aﾋﾟｯﾁ-⑧
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Aピッチ

試合順 試合時間 試合No. 主　審

1 9：00 北条 － 黒田庄 自　由

2 9：40 泉 － 滝野 黒田庄

3 10：20 自由 － 北条 泉

4 11：00 泉 － ウイングス 滝野

5 11：40 黒田庄 － 自　由 ウイングス

6 12：20 滝野 － ウイングス 北条

7 1：20 A-３位 － B-３位 ６の勝

8 2：00 Ｃ-３位 － Ｄ-３位 ７の勝

9 2：40 Ａ-１位 － Ｂ-１位 8の勝

10 3：20 7Aの勝 － ７Bの勝 9の勝

11 4：00 ８Aの勝 － 8Bの勝 10の勝

12 4：40 ９Aの勝 － 9Bの勝 本部

Bピッチ

試合順 試合時間 試合No. 主　審

1 9：00 旭 － 藤江 九会

2 9：40 九会 － 押部 藤江

3 10：20 旭 － 日野 押部

4 11：00 九会 － 西脇 旭

5 11：40 藤江 － 日野 西脇

6 12：20 押部 － 西脇 日野

7 1：20 A-２位 － B-２位 ６の勝

8 2：00 C-２位 － D-2位 7の勝

9 2：40 C-１位 － D-１位 8の勝

10 3：20 ７Aの負 － ７Bの負 9の勝

11 4：00 ８Aの負 － ８Bの負 10の勝

12 4：40 ９Aの負 － ９Bの負 １１の勝

※開会式は行いませんので、間に合うように会場にお越し下さい。

表彰・閉会式 全試合終了後

＊審判について

１人審判制。審判服着用でお願いします。
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対戦カード

対戦カード
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夢に向かって 

心ひとつに 
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