2019年 度

中央サ ッカー リー グ 5年 生大会実施要項

(1)目 的本大会は、中央 リーグ参加団の交流 を図る とともに、参加選手のサ
ッカーに対する興味 を高 めることで、技 術の向上 と健全な心身の育成を
目指す。

(2)主 催

中央リーグ実行委員会

(3)担 当

山本 (深 井 )・ 木原 (日 置 荘 西 )

(4)日 時

予選】
【
2019年 8月 24日 (土 )
順位決定職】 2019年 8月 25日 (日 )
【
24日 (土 )が雨天などにより大会が開催されなか つた場合は、
25日 (日 )に 予選をスライ ドさせ、順位決定職は改めて日程
を決め大会を開催する。

(5)会 場

)予 選 トーナ メン ト↓
Aプ ロック→ 日置荘西小学校 Bプ ロック→ 白鷺小学校
8月

24日

(土

Cプ ロック→ 中百舌島小学校
8月 25日 (日 )順 位決定職 ↓
24日 の順位 によ り、会場 を決定する。

:登 美丘南小、東浅香山小、東百舌鳥小、新金岡小

■会場提供チーム

)

予備 深井小
※ 悪天候等による大会の開催可否は当日の午前6時 30分 頃 に決定 いた します。
各チームの担 当者は木原までお問 い合わせ下さい。
(25日

◇会場責任者

ー
ム
(6)1'1ロ チ

木原

(日 置荘西)080‑3117‑8531

白鷺JSC E野 田 FC ・ 豊美丘FC口 百舌鳥FC・ 福 田 IFC
東百舌鳥FC赤 口東百舌島青 ・ 中百舌鳥SC・ 新金岡FC
東浅香山JSC・ 日置荘西FC・ 深井FC

(7)参 加費 2,000円 予選 当日会場で徴収 いた します。

(8)競 技方法
予選
順位決定戦

ームX3プ ロックによる トー ナ メン ト戦 を行 う。
°
→ (各 プロ ック1位 )2位 リー グ (各 プ ロ ック2位 )
決勝 り
°
3位 り→ (各 プ ロ ック3位 )4位 リー グ (各 プ ロ ック 4位 )

4チ

によ る リー グ戦 を行 う。
試合人数
試合時間
競技 ルール

8人 制
15分 ‑5分 ‑15分
現行 日本サ ッカー 協会競技規則に準ず る。

※各試合、時間は流 して給水 をとつて くだ さい。お願 い します .

(9)順 位の決定 1日

目予選 トー ナ メン ト&2日 目順位決定り
→
ー
★ 2日 目順位決定リグ

◆

①勝ち点 (勝 ち3引 分け 1負 け0)② 得失点差③総得点
④腋当チームの勝敗⑤ コイン トス
各プロックの 1位 同士、各プロックの 2位 同士.各 プロックの 3位
同士、各プロックの 4位 同士で順位を決定する。

(10)表 彰

決勝 リー グ優勝・ 準優勝・ 3位 に賞を授与する。

2位 リー グ優勝チームに賞を授与する。
3位 リー グ優勝チームに賞を授与する。
4位 リー グ優勝チームに賞を授与する。
IⅣ P・ 薔
:Pを 各団 1名 ずつメダルを授与する。

(11)審判

3審

制です。

主審は審判服着用、耐審は選手でお■い します (育 成も含め)
ホ 選 手交代 は審判 の 許可 を得 て交代 して くだ さ い 。
会場へ お車でお越 しの場合は、日置荘西小、自鷺小、登美丘南小は各チーム 4台 以内、
東百舌鳥小は各チーム2台 でお願 い します。
その他会場は各チーム 3台 以内でお願 い します。
ご理解 ご協力お願 い します。
※ 校内は禁煙です。マナー ある行動をお願 いいた します。
※ 審判は、別紙審判割 り当て通 りお願 い致 します。
※ 各チームのス タ ッフの皆様、当日楽 しみ してお ります。
※ タイムテー ブルの時間はあ くまでも予定であ り、連続の試合も有 りますので子供た
ちの体調管理 を優先 して下さい。
試合時間などは当日のチーム 同士の協議できめていた
だいてもかまいませんので宣 しくお願い致 します。
中央 リー グ 5年 生大会実行員― 同̲

