大会要網

1.趣

旨
サ ッカ ー競技 を通 じて少年 0少 女の健全な育成 を目指 し、県内外のチ ー ムとの
親睦 を深める と共 ￨こ 技術向上を図る ことを目的 と します。

2.大

会名
第 35回 蓮池招待サ ッカ ー大 会

3.主

催
蓮池サ ッカ ー クラブ

4.後

援
蓮池サ ッカ ー クラブ育成会・ 蓮池す こやかクラフ

5.期

日
平成 31年 7月 27日 (上 )028日 (日 )

6.会

場
神戸フ ッ トボ ールバ ー ク岩 岡 (KFP岩 岡 )
7.参 加チ ーム
合計 24チ ーム (招 待 22チ ームと主催 2チ ーム )

8.参

加料

9.競

技規則

Q000円
8人 制 (日 本サ ッカ ー協会 8人 制競技規則 に準する。 )

・ 審判

2日 目の リーグ戦 は 1人 審判 と します。
経験のため 3人 で実施頂 くことは問題あ りません。
2日 目順位戦 は3人 (副 審有 )と します。
副審 は少年で も可です。 (大 人の場合は審判服着用で お願い します。 )
1・

10.競 技方法

予選 (1日 日) → lリ ーグ戦方式 (4チ ーム×6プ ロ ック)
決勝 (2日 日)
1位 ブロック → 各予選フロックの 1位 6チ ーム
2位 プロック → 各予選ブ ロ ックの2位6チ ーム
3位 ブロック → 各予選ブ ロ ックの3位6チ ーム
4位 ブロック → 各予選ブ ロックの4位6チ ーム
3チ ーム、2ブ ロックの リーグ戦のち 1位 02位 03位 (順 位戦)
試合開始の 5分 前にグラ ン ド集合下さい.
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11.順 位決定

̀L̲

102日 目 (リ ーグ戦)
勝点 (勝 3点・ 引き分け 1点・ 負0点 )・ 得失点差・ 総得点・ 対戦の勝者
全て同点の場合は本部でコイン トスを実施 し順位を決定 します。
2日 目 (順 位戦)
同点の場合は3人 の PK方 式により勝敗を決する。
3人 で勝敗がつかなか つた場合はサ ドンデス方式とする。

12.競 技時間
1・
(リ

15分 ‑5分 ‑15分

2日 目共
ーグ戦 )

前半・ 後半 6分 ‑3分 (給 水・ ク ー リングブ レイク )‑6分
3分 はラ ンニ ングタ イムで対応 して下さい。
22a二塁分=2Ω 分
前半・ 後半 8.5分 ‑3分 (給 水・ ク ー リングブ レイク)‑8.5分

2ヨ 員順 位戦

13.1位 プ ロ ック 0優 勝

0準 優勝・ 3位

(メ ダル・ 表彰状

4位 (敢 闘賞 盾・ 表彰状 )

2位 プロ ック → 11立
3位 フ ロ ック → 1位
4位 ブロ ック → 1位

)(選 手 15名 までメダル授与 )

(ト ロフ ィー・ 賞状 )
(ト ロフ イー・ 賞状 )
(ト ロフ ィー・ 賞状 )

☆各チ ーム、監督又はコ ー チの推薦 による優秀選手寅

1名

14.参 加選手について
全員スポ ー ツ安全保険に加入済みの選手でお願 い します。
負傷時は応急処置のみで 一 切責任 を負えません。

15.1日 目の結果 は蓮池サ ッカ ークラプのホ ームペ ー ジに27日 18:OO頃 まで
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登録 します。

