
参加チーム各位

井吹台サッカークラブ 創部25周年記念大会 (U-10)

2020年10月17日(土）  　8:30～16:30

井吹台サッカークラブ

播磨中央公園球技場

〒679-0212 兵庫県加東市下滝野1275-8

エベイユFC, 王子FC, 小部キッズFC, 長尾WFC,

藤江KSC, やまてSC, 井吹台SC,

（順不同・敬称略）

優勝、準優勝、3位にトロフィー・賞状、4位に賞状、5位に敢闘賞

各チームMVPの選出をチーム１名お願いします。

1チーム￥3,500　（当日お願いします）

リーグ戦：　１2分-3分-12分　試合間隔8分

順位決定戦：　15分-3分-15分　進行状況によっては短縮の可能性あり　試合間隔7分

（第7試合～第10試合は引き分けの場合PK戦を行う）

少年サッカー　8人制、日本サッカー協会8人制競技規則に準ずる（交代自由、再出場可）

トーナメントで同点の場合はＰＫ3人、以降はサドンデス

U-10　全8チーム　

（１）1人審判制を基本とします。審判服の着用は任意とします。

※予選リーグの順位決定PK戦は井吹台SC進行の元、行います。

※前半は対戦表の左のチーム、後半は右のチームにて審判お願いします。

（２）主審は、試合前に本部にてレフリーカードを受け取り、試合後に結果を報告ください。

※スムーズな進行及び新型コロナウイルス感染拡大防止の為、ベンチ挨拶、握手等は無しでお願いします。

（３）警告・退場については、次試合へ持ち越さないものとします。

（４）審判は、前後半の開始時間の遅くとも１分前には選手・ベンチに入場の合図をおこなってください。

勝ち点制　勝ち：３点　引き分け：１点　負け：０点

順位を決める場合で勝ち点が同じ場合の順位付けとしては

（勝ち点、得失点、総得点数）

※予選リーグにおいて全てが同じ場合はＰＫ戦を行い、順位決定とする。

各チーム代表３人、決まらない場合はサドンデス

（１）グランドの利用上にあたっては下記を必ずご確認ください。

　８：３０頃開場とさせていただきます。

　スパイクの使用はグランド以外禁止です。

　試合前のアップなどはグランド内にてお願いします。

　園内は禁煙となりますので、所定の喫煙所での喫煙をお願いします。

　ゴミは各自で持ち帰っていただけますよう、よろしくお願いします。

　たき火など火気厳禁となっております。

（２）　９：００頃から指導者ミーティングを予定していますので各チーム１人以上の参加をお願いします。

（３）万が一、大会開催中に事故・負傷が発生した場合には、各チームで責任対応をお願いします。

（４）小雨決行ですが、悪天候が予想される場合は、前日、もしくは当日朝6時半までに中止連絡します。

（５）テント・ターフ等、必要に応じて各チームでご準備ください。

（６）順位が決定したチームから順次表彰式を行い、表彰式が終了次第、順次解散とさせていただきます。
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（１）大会当日に必ず検温を行ってください。発熱や風邪の症状がある場合は参加や来場をお控えください。

（２）必ず保護者の同意のもと、大会に参加するよう宜しくお願いいたします。

（３）施設内では必ずマスクを着用してください。ピッチ内ではマスク着用は任意とします。

（４）観戦される際も社会的距離をとっていただき、大声での応援は控えて頂けますようお願いします。

（５）グラウンド所有者より来場者の名簿等の提出は求められていませんが、各チームで新型コロナウイルス

　　感染拡大防止対策をとっていただき、ご参加頂けますようお願いします。

播磨中央公園スポーツゾーン球技場にて２面準備しております

駐車場は第二、第三駐車場をご使用ください

大会担当 石橋　正至 携帯：090-4646-4719 masayuki_ishibashi_masayuki@yahoo.co.jp

井吹台サッカークラブ４年コーチングスタッフ一同

新型コロナウィルス感染拡大防止について



エベイユFC やまてSC 王子FC 井吹台ブルー 得点 失点 得失点差 勝点 順位

エベイユFC

＊ A－１ A－２ A－4

やまてSC

A－１ ＊ A－３ A－5

王子FC

A－２ A－３ ＊ A－6

井吹台ブルー

A－4 A－5 A－6 ＊

小部キッズFC 藤江KSC 長尾WFC 井吹台ホワイト 得点 失点 得失点差 勝点 順位

小部キッズFC

＊ B-1 B-2 B-4

藤江KSC

B-1 ＊ B-3 B-5

長尾WFC
B-2 B-3 ＊ B-6

井吹台ホワイト

B-4 B-5 B-6 ＊

【決勝トーナメント】

【フレンドリートーナメント】
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リーグ B

井吹台SC 25周年記念大会 (U-10)
10月17日（土）リーグ組み合わせ　播磨中央公園球技場

リーグ A



試合時間 試合No 審判 試合No

9：30～9：57 第1試合 A-1 エベイユFC ― やまてSC 相互 A-6 王子FC ― 井吹台ブルー

10：05～10：32 第2試合 B-1 小部キッズFC ― 藤江KSC 相互 B-6 長尾WFC ― 井吹台ホワイト

10：40～11：07 第3試合 A-2 エベイユFC ― 王子FC 相互 A-5 やまてSC ― 井吹台ブルー

11：15～11：42 第4試合 B-2 小部キッズFC ― 長尾WFC 相互 B-5 藤江KSC ― 井吹台ホワイト

11：50～12：17 第5試合 A-3 やまてSC ― 王子FC 相互 A-4 エベイユFC ― 井吹台ブルー

12：25～12：52 第6試合 B-3 藤江KSC ― 長尾WFC 相互 B-4 小部キッズFC ― 井吹台ホワイト
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14：00～14：33 第8試合 決3 相互 決4
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予選順位同点の場合のPKタイム

13：20～13：53 第7試合 決1 相互 相互
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