
河内長野市ジュニアユースサッカーフェスティバル実行委員会

河内長野市・河内長野市教育委員会・河内長野市サッカー連盟

河内長野SSKクリーン工房共同事業体

◆　趣　　旨 他県ジュニアユースクラブの親睦を図るとともに、人工芝サッカー場の素晴らしい

環境の下、技術の向上と振興を目的とする。

◆　日　　時 令和4年7月27日(水)・28日(木)・29日（金）　※ 雨天決行

◆　会　　場 下里運動公園人工芝・下里総合運動場ＡＢＣＤ

◆　参加チーム 中学生7チーム

◆　参加資格 大阪府外チームについては指定宿泊施設に宿泊可能な中学2年生以下とする

◆　表　　彰 優勝、準優勝、３位の各チームを表彰する

◆　参 加 費 ２００００円

◆　医　　事 負傷者については応急処置のほか責任を負わない。

各チームでスポーツ傷害保険にスポーツ傷害保険に加入のこと

◆　事 務 局

TEL0721-56-2032　info@naganofc.org

杉岡　亜土（携帯）　080-6219-2342

重田　兼人（携帯）　090-7870-1986

◆　競技方法 1日2試合、合計6試合のトータル勝ち点で競う

優勝・準優勝・3位

（勝ち点が並んだ場合は、得失点⇒総得点⇒抽選）

全ての試合は人工芝グランドにて行う

◆　競技時間 25分ハーフ

※　給水タイムは、審判と各チームの合意の上随時とってください

◆　試合の成立 試合開始直前に１１名そろっていない場合は、棄権とする（０－５）

◆　選手交代 自由な交代を採用する

主審は主催者側にて行う

副審は当該チームより1名ずつ選出（選手可）

◆　そ の 他 特に規定しない限り、現行日本サッカー協会競技規則に順ずる

クレーコート1面あるので交流戦希望チームはご連絡ください。

宿泊先から、グランドまでの送迎可能

2day参加　沖縄SV（沖縄県）FCティアモ枚方（大阪府）

川上フットボールクラブ

大　会　規　定

◆　審　　判

※　時間短縮のため、試合終了後のベンチ挨拶は省略してください

KAWACHINAGANO Fes U-14

 hummel CUP

FCトリガー（和歌山県）・FC BLINQ（京都府）・京都ルセーロ（京都府）

FCアロンザ（愛知県）・NFCh橋本（和歌山県）・川上FC・長野FC

特定非営利活動法人長野フットボールクラブ　

細川　慎介（携帯）　080-5706-2342

◆　主　　催

◆　構成団体
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