
主旨 □ 各地区の強豪チームとの交流を図り、今後の技術、心身向上に繋げる。

主管 □ 長岡京サッカースポーツ少年団

日程 □ ２０１８年１２月２日（日） ８：３０～１６：３０

会場 □ 洛西浄化センター

対象 □ Ｕ－11　小学５年生以下

費用 □ １チーム　４，０００円　

　＊本部にお支払いください。

参加チーム １２チーム ※順不同、敬称略

試合形式 □ ８人制　

□ 試合時間

予選リーグ　 １０分_１分_１０分　（ハーフタイムは取らずにコートチェンジのみ）

長岡京SSカップ/長岡京Xmasカップ　１５分_３分_１５分　（ただし　⑩⑬は１２分_３分_１２分）

長岡京Winterカップ　１２分_３分_１２分

□ ３チームのリーグ戦を行ない上位２チームを長岡京SSカップ/長岡京Xmasカップ（トーナメント）

下位１チーム長岡京Winterカップ（リーグ戦）を決定。

□ リーグ戦順位決定方法　勝点（勝３分１負０） → 得失点 → 総得点 → 該当チームの勝敗 → 抽選

□ トーナメントで　同点の場合は、1名によるサドンデスのＰＫを実施。（決勝戦のみ3人制）

（ただし、⑬Bは同点であってもPK戦を行わない。）

□ 交代は自由で、一度退出した選手の再出場も可能。

□ 試合終了後のベンチ挨拶はなし。その場で選手同士握手をしてください。

□ 審判は割り当て表にて記載。

（⑮は相互審でお願いします。ただし決勝戦は本部で行います。）

　※審判カードをお渡ししますので、試合前に本部へおこしください。

表彰 □ 長岡京SSカップの優勝、準優勝、第３位にトロフィー授与。

長岡京Xmasカップ・長岡京Winterカップの優勝チームにトロフィーを授与

□ 優勝チームから最優秀選手賞を本部で選ばせていただきます。

□ 開会式、閉会式は時間の関係上行いません。

□ 表彰該当チーム試合終了後に本部にて適宜、表彰を実施します。

注意事項 □ 雨天中止の場合は、６時３０分までに連絡させて頂きます。）

□ 参加選手は、スポーツ保険に加入してください。

□ 大会中の事故および怪我については、各団体にて対応お願いします。

□ 各団体で出たゴミは、責任を持ち処理してください。喫煙は指定場所でお願いします。

ＰＣアドレス：　　　　同上 ＰＣアドレス：sk0828yk0328@yahoo.co.jp

◆お問い合わせ　※長岡京SS事務局◆ ◆お問い合わせ　※５年担当コーチ◆

長岡京SS_木谷 長岡京SS_小嶋

携帯：090-3659-1971 携帯：090-8935-3624

京都

携帯アドレス：kitani@nagaokakyo-sc.net 携帯アドレス：chii16-syk28@ezweb.ne.jp

御蔵山グーニーズ

長岡京SSG 長岡京SSW 長岡京SSR

滋賀

兵庫

NSC北斗 グラシオンFC

■長岡京SSカップ（U11）＠洛西浄化センター

From Team

大阪 TSAセレッソ大阪 枚方FC

多井畑SC 西宮SS

金城JFC



■長岡京SSカップ（U11）　グループ分け／タイムテーブル

※略称名、ご容赦ください。

■

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑮

■ 試合時間　（よほどの中断がない限り、アディショナルタイムは取らずにお願いします）

・予選リーグ（10-1-10）　

・予選リーグはハーフタイムを取らずにコートチェンジのみ行います。

・長岡京Xmasカップ / 長岡京Winterカップ（15-3-15、ただし⑩⑬は12-3-12）　・　長岡京ウィンターカップ（12-3-12）

■ トーナメントで同点の場合はサドンデスのPKを実施。（決勝戦のみ３人制） ■ タイムスケジュールが非常にタイトになっております。

（ただし⑬Bは同点であってもPK戦を行わない） 時間前でも両チーム揃い次第開始願います。

■ 試合終了後はベンチ挨拶はなしで、近くの者で握手

■ 審判（主審１名）は、リーグ戦は割り当て表にてお願いします。 を行なってください。

・決勝戦・3位決定戦および⑦は本部で行います。 ■ 審判される方は、試合前に本部までお越し

・⑮は相互審でお願いします。 ください。【審判カード】をお渡しします。

金城JFC 枚方FC グラシオンFC TSA

長岡京SS　G 御蔵山グーニーズ 長岡京SS　W 長岡京SS　R

Wリーグ Xリーグ Yリーグ Zリーグ

セレッソ大阪 NSC北斗 西宮SS 多井畑SC

リ　　　　　ー　　　　　グ　　　　　戦
　

8:30
長岡京SS　G 金城JFC 長岡京SS　W 御蔵山グーニーズ 枚方FC 長岡京SS　R

時間 Aコート 主審 Bコート 主審

御蔵山グーニーズ

　

9:20
セレッソ大阪 長岡京SS　G グラシオンFC 枚方FC NSC北斗 TSA

　

8:55
長岡京SS　W グラシオンFC 金城JFC 長岡京SS　R TSA

枚方FC
10:1

0
金城JFC セレッソ大阪 西宮SS NSC北斗 御蔵山グーニーズ 多井畑SC

　

9:45
西宮SS 長岡京SS　W セレッソ大阪 多井畑SC 長岡京SS　R

NSC北斗

ト　　　ー　　　ナ　　　メ　　　ン　　　ト
11:0

0
W1位 X2位 本部 X1位 W2位 本部

10:3

5
グラシオンFC 西宮SS 長岡京SS　G TSA 多井畑SC

⑦-B負け
12:2

0
W3位 X3位 ⑧-A負け Y3位 Z3位 ⑧-B負け

11:4

0
Y1位 Z2位 ⑦-A負け Z1位 Y2位

Z-3位
13:3

0
⑦A勝ち ⑧A勝ち ⑩-A負け ⑦B勝ち ⑧B勝ち ⑩-B負け

12:5

5
⑦A負け ⑧A負け W-3位 ⑦B負け ⑧B負け

⑪-B負け
14:4

5
⑩A勝ち ⑩B勝ち Y-3位 ⑩A負け ⑩B負け X-3位

14:1

0
Y3位 W3位 ⑪-A負け X3位 Z3位

前半/左・後半/右
16:0

0
Z3位 W3位 前半/左・後半/右 X3位 Y3位

⑭
15:2

0

決勝戦
本部

３位決定戦
本部

⑨A勝ち ⑨B勝ち ⑨A負け ⑨B負け



■ 長岡京SSカップ　/　長岡京Xmasカップ

■ 長岡京Winterカップ

順位得失点差 総得点

⑮A ⑫B ⑨B

⑫A ⑮B ⑨B

⑨A ⑮B ⑫B

W3位

X3位

Y3位

Z3位

⑭A

⑭B

⑪A ⑪B

長岡京SSカップ優勝

⑧B

W１位 X２位 Y２位 Z１位 X１位 W２位 Z２位 Y１位

⑦A ⑧A ⑦B

⑩A ⑩B

W3位 X3位 Y3位 Z3位 勝点

⑬B

⑬A

長岡京Xmasカップ優勝

⑨A ⑫A ⑮A


