
大会要項 

 

○期  日 ２０２１年８月９日（月) 

○会  場 四條畷市総合公園人工芝運動場 （生駒山ろく公園近く） 

○参加費  ５，０００円 

○表  彰   【チーム】   １ｓｔ大会 優勝、準優勝、３位、敢闘賞チームにトロフィーを授与する。 

                     ２nd大会 優勝、準優勝チームにトロフィーを授与する。  

       【個人】     優秀選手にメダルを授与する。 

○競技方法  １ｓｔ大会 ２グループに分かれて３チームの総当たりリーグ戦を行い、順位決定戦を行う。 

             ２nd大会 ４チームの総当たりリーグ戦を行う。 

             試合時間は【１２分-３分-１２分】とする。 

1. サッカー協会 ８人制サッカールールと審判法に準ずる。 

2. 交代人数の制限はなし。（一度交代した選手も再出場できる。） 

3. フィールドプレ-ヤーの交代はインプレー中でも所定の位置から行える。 

4. ゴールキーパーの交代はアウトオブプレー時に行い、レフェリーの承諾を得ること。 

5. 退場処分者の代わりを補充することができる。 

6. リーグ戦の順位は以下の順番で決定する。 

①勝ち３点、引き分け１点、負け０点。 

②該当チームとの対戦成績により、勝者を上位とする。 

③全試合のゴールディファレンス(得点―失点)により差が大きいチームを上位とする。 

④総得点の多いチームを上位とする。 

以上①～④により順位が決定しない場合には、本部にて抽選を行う。 

順位決定戦で勝敗が決まらない場合はPK戦を行う。 ※サドンデスPK 

○審 判  主審のみで審判を行うこととする。  

○その他  ■ 選手は必ずスポーツ安全保険に加入していること。 

 ■ 負傷者については応急処置の他、主催者は責任を負わない。 

             ■ 雨天決行とします。 

       ■ 試合にあたってはフェアープレーの精神でお願い致します。 

        ■ 運営上、不都合や問題が生じた場合は本部の指示に従って下さい。 

○連絡責任者 西本 永浩 ０８０－３８６５－０９４６      

○クラブハウス 特定非営利活動法人ＴＥＮ・アスリード事務局 

〒５７５－０００３ 四條畷市岡山東１－１０－６ ＹGビル３F  

NPO法人TEN･アスリード クラブハウス内 



日　時 令和３年 ８月９日(月)

会　場 四條畷市総合公園人工芝運動場　(四條畷市大字上田原1359-3他)

競技人数 ８人制

競技時間 １２分ー３分ー１２分

No キックオフ 審判 キックオフ 審判

1st大会 1 12:00 四條畷 - 枚方 相互 12:00 リーベ - 大東 相互

2nd大会 2 12:35 四條畷2nd - リーベ2nd 相互 12:35 長尾2nd - 大東2nd 相互

1st大会 3 13:10 四條畷 - パルティーダ生駒 相互 13:10 大宮 - リーベ 相互

2nd大会 4 13:45 四條畷2nd - 長尾2nd 相互 13:45 リーベ2nd - 大東2nd 相互

1st大会 5 14:20 パルティーダ生駒 - 枚方 相互 14:20 大宮 - 大東 相互

2nd大会 6 14:55 リーベ2nd - 長尾2nd 相互 14:55 四條畷2nd - 大東2nd 相互

1st大会 7 15:30 Ａ３位 - B３位 相互 15:30 空き - 空き 相互

1st大会 8 16:05 Ａ２位 - B２位 相互 16:05 Ａ１位 - B１位 相互

TM 9 空き - 空き 相互 空き - 空き 相互

TM 10 空き - 空き 相互 空き - 空き 相互

FCグリーンウェーブ　U-12

≪サマーCUP≫

Ａコート Ｂコート

◆１７時から別の団体の試合が行われますので時間厳守でお願いします。



1st大会
Ａグループ パルティーダ生駒 枚方FC GW四條畷 勝点 勝 分 敗 得点 失点 得失点 順位 

パルティーダ生駒

枚方FC

GW四條畷

1st大会
Bグループ 大宮JSC リーベSC GW大東 勝点 勝 分 敗 得点 失点 得失点 順位 

大宮JSC

リーベSC

GW大東

2nd大会 長尾SC リーベSC GW四條畷 GW大東 勝点 勝 分 敗 得点 失点 得失点 順位 

長尾SC

リーベSC

GW四條畷

GW大東

リーグ戦表



四條畷市総合公園⼈⼯芝運動場 

ならびに多⽬的広場利⽤規程 

 
1． グランドの利⽤に関して、係員の指⽰に従うこと 
2． 施設内やグランドでのけが、盗難、事故に関しては、管理者は⼀切責任を負いません。 
3． グランド利⽤時は、先のとがった靴（ハイヒール）や⾦属製ポイントのソールの靴は、

使⽤禁⽌です。 
4． ⼈⼯芝保護の観点から、⽔分補給以外の飲⾷は禁⽌します。スポーツドリンクを⼤量に

こぼすとべたつきの原因となります。必ず、⽔で流してください。 
5． グランド内で唾を吐くなどの⾏為は、感染症予防の観点より禁⽌です。 
6． グランド内への⾞両の乗り⼊れは禁⽌です。 
7． 特に多⽬的広場の使⽤について、⼈⼯芝内に⼟が⼊らないよう気をつけてください。 
8． 当施設には、ゴミ箱は設置しません。必ず持ち帰ってください。 
9． ポイントやくい打ちは禁⽌です。 
10. 酒気帯びでのグランド利⽤は禁⽌です。 
11. 動物をつれてのグランド内への出⼊りは禁⽌です。 
12. 防球ネットに向かってボールを蹴ったり投げたりは禁⽌です。 
13. 施設内で路上駐⾞は、危険を伴うため禁⽌です。 
14. 駐⾞場を駐⾞⽬的以外での使⽤は禁⽌です。⽬的外利⽤をされる場合は、別途申し込み

ください。 
15. 利⽤時間は、⽚付けも含めて利⽤時間となります。 
16. 当施設の⽔道は、飲料⽔ではありません。飲まないようにしてください。 
17. 指定場所以外は、禁煙です。 
18. 予約に関する優先順位は、四條畷市との協議により別途定めるものとする。 

 
利⽤規程を遵守できない場合は、利⽤を⽌めさせていただく場合があります。また、団
体として以後の利⽤をお断りすることもあります。ご了承ください。 
 
 
 

四條畷市総合公園 
管理者：N P O 法⼈ T E N・アスリード 


