
平成2台年10月25日

吹田市内′1、学校株外クラブ担当者及びクラブチーム代表者各位横

幕43日吹田布轟杯争奪少年サッカー大食冬事大食真義雷礪

特定非営利活動法人吹田市サッカー連盟　大会役員

1日　　的　サッカーを通して、少年の人格・体位の向上を回るとともに、

社会生活の／レールを動こつけさせることを目的とする。

2　主　僧　吹田市・公益社団法人吹田市体育協会

主　t　特定非営利活動法人　吹田市サッカー連盟

3　日　　時　　＊　予遭リーグ

・平成29年1月14日（土）午前9時（氾分～

※　予廿日1月15日（日）．1月21日（土）

＊　プレーオフリーグ

平成29年1月21日（土）午前9時α）分～

※　予儀日　1月22日（日），1月28日（土）

＊：中々決断トーナメント

平成29年1月28日（土）午前9時30分～

※　予儀日1月29日（日）．2月4日（土）

＊　攣決靡・決欝トーナメント

平成29年2月11日（祝・土）午前9時30分～

※　予備日　2月18日（土）

4　会　場　　＊　予選、プレーオフリーグ、準々決勝は吹田市内の小学校

予遭（吹田南、百山田、書山台、千里たけみ、豊榔一、吉江台）

プレーオフリーグ（真佐井寺）、攣々決勝（井野台）

＊　準決勝・決勝は吹田市総合運動場（予備日は古江台）

5　線技方法　　＊　予選、プレーオフは、リーグ形も

＊　ベスト8以上は、トーナメント形丸

6　義技規則　　＊　試合時間　　予選、プレーオフ・‥15分ハーフ　準々決勝から…20分ハーフ
・予遭・7’トオ7は勝ち点制（層点→得失点→総得点→直接対戦の結果→PK）

・準決勝は5分ハーフのVゴール方式の延長戦ののちPK戦（5人制）

・決腰は5分ハーフのVゴール方式の再延長まで行い、決着がつかなければ、

双方優靡．

ゝ　メンバーチェンジは登録メンバーであれば、何名でも交代は可。
一度交代したプレーヤーの再出場も組める。

＊　その他のルールについては、少年サッカー規則に準ずる。

7　蓼加瞥格　吹田市内各′ト学校1チーム及び、吹田市サッカー連盟が隠めた各団体1チームまで

【団体についての資格〕

＊　吹田市在住の3年生以上の小学生で■成したチーム．

＊　吹田市在住・在学以外の選手を登録する場合、3名までの丑鰻を俸めます．

＊　スポーツ陣書保険に加入済みが望ましい。

＊　帯同審判且をもつこと。

8　申込み　別紙申込書に妃入し、児童の鯵加承諾暮と共に平成払年は′月出目（未）

正午までに吹田市体青協会又は吹田第六小学校　山田宛てで申し込むこと。

（封柿の豪に「少年サッカー大会申込書在中」と明たしてください．）

※　吹田市体青協会　〒5朗や0粥　吹田市鶉町1－1－1寿ビル3階

※　吹田第六小学校　〒564側　吹田市南清和圃町43－1

※　′切が年内になっておりますので、＿．ご注意下さい。

※　逓送で申し込んだ場合、校務ナビで吹田第六小　山田まで逓送で送付した旨を必

ず連絡してください。

逓送便：12月16日（金）20日（火）

9　代表者金　平庫29年1月10日（火）午後7時00分　吹田第二小学校　第一理科室

※　チーム代表者は必ず出席してください。〆切までに登録ができない場合、雷類が

期日まで届かず、その旨の連絡がない場合、及び代表者会に連絡なしに遅刻・

欠席の場合は、大会への参加を囲めません。

※　チームに日軽電引こおける個別事情がある場合は必ず平成29年1月6日（金）ま

でにその旨をお申し出の上、登録雷にもご記載下さい。

※　抽選は公開抽選とします。

10　蓼加科　　無料

11その他　1）登録する児童は保護者の承諾を得ること。

2）児iの♯靡t理には十分配慮すること．（前日、当日身体の■子の悪い場合は、

無理をして参加させないようにして下さい。）

3）大会中の負傷等の事故については、応急処tのほかは主催者でその十を負わない。

4）各関係団体及び御者の方へ

＊　1チームの人数は11名以上20名までとする。

＊　各チームの選手は統一されたユニフォームで、キーパーだけは別であること。

（体操服でも可）
＊　ユニフォームには背さ号をつけること。（ゼッケンでも可）

＊　シューズの底はゴム蜘こ限る。

＊　レガース（すねあて）を着用のこと。

＊　チームでマナーの徹底をしておくこと．

＊　交代の人数は登録人数以内とする。

＊　ゲームにおける■庫は原則として指導者があたる。

＊　二1登録は一切絡めない。

＊　雨天尊における日程の変王は会場責任者より各チームに連絡する。

＊　学校・学年・学最同義に妖当する児量の参加、応援はできません．

＊　嫌の時点で大会当日に8人に濃たない可餉性がある場合は、出場できません。

＊　審判をする欝には響判服を着用のこと。

事　各会場への霊の乗り入れ及び、．付近路上・施毅駐霊場への鮭書は厳禁します。

保腰者にも畿駐してください。（濃反のあったチームは厳暮注意とし、再度

違反のあった場合は、大会への出場を見合わせて頂く場合があります。）

※　以上不明な点は、吹田第六小学校　山田まで連絡して下さい。

（t臆：00・6382・6831　FAX：（裕・6382・引払2）

※　途中経遇並びに賦合結果については吹田市サッカー連盟ホームページをご朱ください。



保護書取 舛28年　月　　日

特定非営利活動法ハ成田市サッカー連盟
理事長　江嶋　蔦寛

第伯回　吹田市曇杯争奪少年サッカー大食冬畢大会

サッカーを遷して、少年の人格・体位の向上を函るとともに、社会生活のルール

を身につけさせることを目的として、少年サッカー大金を下記の通り実施します。
つきましては、趣旨ご賛同の上、ご攣加下さいますようにお凱l申しあげます。

記

1．日　時’書　手遇リーグ

平成29年　1月14日（土）

※　予備日1月15日（日）

1月21日（土）

■　プレーオフリーグ

平成29年　1月21日（土）

※　予備日1月22日（日）

1月28日（土）

●　攣々決鼻トーナメント

平成29年　1月28日（土）

※　予韓日1月29日（日）

2月4日（土）

■攣決麟・決靡トーナメント

午前9時00分～

午前9時00分～

午前9時00分－

（会場；貫佐井寺小筆校）
午前0時00分一

年前9時00分～

午前〇時00分－

く会嶋：萬野台小筆枚）

午前9時30分～

午前9時30分一

年前9時30分－

（食嶋：吹田市総合運動嶋）

平成29年　2月1柑（祝・土）　午前9時30分～

※　予傭日　2月柑日（土）　　午前9時30分－

2．会　嶋　書　予遭リーグ、プレーオフリーグは吹田市内の小学校

手玉（郎膚、西山臥書山台、千1たけれ暮糊－、吉江台）
プレーオフ傭佐井専小）

■　準々決蝉は吹田市内の小学校（蔦野合小筆校）

＊　準決鱒・決勝は吹田市総合運動場（予徽日は吉江台小事故）

3．義技方法　予選、プレーオフ…リーグ戦　●準々決勝から…トーナメント戦

4．持ち鞠　サッカーのできる腋躾及びタオル等

5．その他　ヰ　義加中の傷書については応急手当のほかは責任を負いません。
♯　前日及び当日、身体の網子が慕い人は、指導者に連絡の上、

義加をとりやめて下さい。
■　義加のための交通費尊は、義加肴負担とします。

●　審判等大食遭富にご協力いただける方がおられましたら、各

チーム指導者までお申し出下さい。
＊　この承律義は蓼加申し込みの欝、遽量に提出するめ霊があり

ます。各チームの指導者まで期日内に必すご攫出下さい。
●　攣緻椚嶋に駄当する児量の●加、応壇はできません。

■　各会場への霊の彙り入れ及び、付近慮上・近鴨旛投書への

駐霊もご遭慮ください。

吹田市サッカー連盟　爬

平成　年　月　　日

幕43回吹田市轟杯事霊少年サツカーキ事大曇●加鶉欝雷

左紀の事項を7承のうえ、少年サッカー大会に●加することを承諾します。

児童氏名

住　　所　　吹田市

t轄番号

健鷹状態

特記事項

※　食嶋校校内、及び用辺遭路・近｛施桝での自助霊の七霊は一切いたしません．

遍反のあったチームは厳霊注暮とし、再度遍反があった嶋食は、今義の大食へ
の●加を見合わせていただく場合があります．

保牲者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



第43回吹田市長杯争奪少年サツカT大会冬季大会

参加申込書兼チーム登録雷

※どちらかに○をつけてください

他のチームとの連合を　　　希望する　　　　希望しない

※日程に関わるチームの個別事情　　　あり　　　なし

※ありの場合日時および事由をご記入下さい。



吹田市内小学校排外クラフ担当者及びクラフチーム代表者各位樽

第39厨　吹8市長杯争奪少年サッカー大会冬さ大会　女乳」相集施嚢璃

平成28年10月25日

非営利活動法人吹田市サッカー連盟　大会役員

1・目　的　サッカーを通して、少年の人格・体位の向上を回るとともに、

社会生活のルールを身につけさせることを目的とする．

2・主　櫨　吹田市・公益社団法人吹田市体育協会

主　曽　特定非営利活動法人　吹田市サッカー連盟

3．日　時　　＊予選

平成29年1月29日（日）　午前　9時30分～

※予韓日　2月5日（日）　午前　9時30分～

＊準決勝・決勝

平成29年2月11日（祝・土）午前　9時30分～

※予韓日　2月18日（土）　午前　9時30分～

4．会　1　＊予濃は吹田市内の小学校（佐井制l攣校・胃山別l攣校）

＊攣決勝・決勝は吹阻市繊合運動場（予韓日古江別l）

5．競技方法　＊鬱加チーム散による。

6．爛技棚U（誹式台時間　予軋決勝・攣決勝とも15分ハーフ
・予卦ノークは勝ち点制．く勝ち点→得失点→軸得点→直接対決の結果→円く）

●攣決鱒は5分ハーフの∨コール方式の延長戦の後PK戦．

・決鞠は5分ハーフの再延長＞コール方式の後、決義がつかなければ双方Ⅷ欄．

②メンバーチェンジについて
・登麒メン／トであれば、何名でも交代は可．

・一度交代したプレーヤーの再出場も個める．

③2チーム登録の場合
・2チームを皇録する場合は、削1万をAチームとすること。

⑳目名に鶉だない場合について
・チーム責付選手が11名に鶉たない場合、希貰すれば、他のチームとの連合をする

ことができる．登録雷に記入

⑤その他

その他のルールについては、少年サッカー規則に埠する．

7．●加暮椙　吹田市内各小学校2チーム及び吹田市サッカー連盟が時めだ各団体2チームまで．

〔団体についての資格〕

※吹田市在住及び在学の3年生以上の小筆生で織成したチーム．

◆吹田市在住・往攣以外の選手を登録する場合、3名までの登録を拝める．

※スポーツ中吉保険に加入済みが望ましい．

※帯向■判員をもつこと．

8・申込み　別紙申込雷に記入し、盤上卿承崖暮と共に平鱒28年12月22旦▼凰

鱒払　甲立改自制嘩唯竺申し込む与と
（対陣の轟にr少年サッカー大会女子の即申込雷在中」と明紀してください。）

※吹B南小筆校　564－0043　吹田市南吹臼5－12－1

※吹田市体育協会　564－0036　吹田市奪町1－1－1寿ビル3階

※〆切が年内になっておりますので、こ注貴く＿ださむし

※逓送で申し込んだ濾含．捜減ナビで眈Rl古川l

旨の連絡を必すしてください。

鴎送便：12／16（釦、20’（火刃
9．代隷書会　平成29年1月10日（火）午後7時00分　吹田第＝小筆校　集一理科室

※チーム代表者は必ず出席してください．締め切りまでに登録ができない場合、及び

代表者会に連絡なしに遅刻・欠席の場合は大会への鯵加を拝めません．

※チームに日程等で個別事情がある場合は必す平成29年1月6日（金）までにその

旨をお申し出の上、登録雷にもこ記載下さい．

※抽遍は公開抽選とします．

10．●加科　無料

11．その他

1）登録する児霊は保軋善の零侍を得ること．

2）児暮の＊轟管理には十分配慮すること．（前臥当8身体の鵬子の寒い場合は、無理をして鯵

加させないようにして下さし㌦）

3）大会中の■脚の事故については、席急処1のほかは主催者でその井を員わな仇

4）各㈹体及び指導者の方へ

＊1チームの登録人穀は11名以上20名までとする。

＊各チームの野手は統一されたユニフォームもキーパーだけは別であること．（体損服でも可）

＊ユニフォームには背番号をつけること．（ゼッケンでも可）

＊シューズの底はゴム製に限る．

＊レカースくすねあて）を義用のこと

＊チームでマナーの徹底をしておくこと．

＊交代の人数は登録人数以内とする．

＊選手の＝暮登韓はいっさい曙めない．＝暮登録のあった選手は、どちらのチームでの参加も坪め

られないので、注慧すること。（事賭霊も一緒に送付下さい）

＊ゲームにおける副書は鉄則として指導書があたる．

＊雨天等における日程の変更は会場千住書より各チームに凄絶する．

＊■判をする岬には義戦膿の曽用をすること．

＊各会場への竃の集り入れ及び、付近躊上・施設駐■蝿への駐雷は麒麟します．保轟蕾にも撫点し

てください．（1反のあったチームは厳⊥注鷺とし、再度濃反のあった場合は、大会への出壇を

鼻合わせて頂く場合があります．）

＊攣…に駿当する児義の●加、麻績はできません．

※　以上不明な点は、吹田南小筆校　西井まで連綿して下さい

く竃　括　6386－0821）（FAX　6386－2315）

※　途中経過並びに拭合結果については吹田市サッカー連盟ホームページをこ驚くださ仇



保隷書敵

平成上d年12月　　日

特定非讐利活動法人吹田市サッカー連盟
理事長　江嶋　嶋薫

第30国　吹田市轟杯争奪少年サッカー大食冬攣大食l女子の範】

サッカーを通して、少年の人檜・体位の向上を孤るとともに、・社食生活のルールを

鼻につけさせることを目的として、少年サッカー大会を下紀の通り実施します。
つきましては、趣旨ご雷同の上、ご●加下さいますようにお願い申しあげます。

記
1．日　韓　　●　予遇リーグ・

平成29年1月29日く日）　午前9時30分～

※　予傭日　2月　6日（日）　午前9時30分－
■榊・決■トーナメント　（食嶋：吹田市亀倉遭勤嶋）

平成29年　2月11日（土）　午前9時30分－

※　予備日　2月18日（土）　午前9時30分－

2．彙　嶋　　＊　予遇は吹田市内の小筆放く佐井寺小筆枚・鴨山田小筆枚）

＊　攣決鱒・決勝は吹田市総合運勤嶋（予儀日は吉江台小筆校）

3．義扶方法　※●加チーム鮒こよる．

4．持ち穐　サッカーのできる服簑及びタオル専

ら．その他　　＊　蓼加中の傷害については応急手当のほかは責任を負いません。
＊　前日及び当日、身体の爛子が慕い人は、指導肴に濃縮の上、

義加をとりやめて下さい。
暮　●加のための交通費零は、●加雷貴地とします。

●　審判等大会遭嘗にご協力いただける方がおられましたら、各

チーム指導肴までお申し出下さい。
暮　この承諾義は●加申し込みの離、遍量に提出する必雷があり

ます。各チームの指導書まで期日内に必すご棟出下さい。
●】各会嶋への霊の集り入れ及び、付近捧上・近蠣蝿股尊への駐

霊もご遭▲ください．
、　●　攣義『義に徽義する児霊の●加、応櫨はできません。

平成　年　月　　日

特定非営利活動法人吹田市サッカー遍盟殿

鶉3馴刑場簡義輝●徽少年サツカーキ事大義一女子の鴨l●加貴職雷

左記の■積を了承のうえ・少年サッカー大会に●加することを精します。

児暮氏名

住　所　　吹田市

t桔番号

健鷹状態

特記■礪

＊　彙嶋枚校内、及び爬辺遭鴨での自助霊の駐霊は一切いたしません．

※義足のあったチームは厳1注薫とも、幕慶遍長があった嶋合は、曾徽の大食へ

の●加を見合わせていただく嶋合があります．

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



第39回吹田市長杯争奪少年サッカー大会冬季大会

『女子の部』

参加申込書兼チーム登録雷

チーム名 ��

，指導音名 ��

連絡先電話番号 疋Tﾈ����������������������������&ﾅ��

携帯 

軋 �������訷����kﾂ�学　年 僭yMHﾘb�学　‾校　　名 

1 �� �� 

2 �� �� 

3 �� �� 

4 �� �� 

5 �� �� 

．6 �� �� 

7 �� �� 

8 �� �� 

9 �� �� 

10 �� �� 

11 �� �� 

1‾2 �� �� 

13 �� �� 

14 �� �� 

15 �� �� 

16 �� �� 

17 �� �� 

18 �� �� 

19 �� �� 

20 �� �� 

※　どれかに○をつけてください。・
●　他チームとの連合を　　希望する　希望しない　すでに連合している（

●　日程に関わるチームの個別事情　　　　あり　　　　　　なし

※　ありの場合、日時及び事由を記入してください。


