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1･趣　旨　青少年健全育成の一環として､サッカー大会を通じて･スポーツを愛し､スポーツを楽

しみながら選手の相互の調和と親睦を図｡ ､併せてサッカーの普及に努める｡

2･主　　催　　習志野MSS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

3･共　　催　　習志野市オーシャンリーグ実行委員会

4･協　　賛　(育)ラリースポーツ

5･日　　程　平成23年12月3日(土)･4日(日)　雨天中止

6･会　場　習志野市立第三中学校･習志野市立第七中学校･習志野市茜浜グランド

習志野市立秋津小学校･習志野市立谷津南小学校･習志野市立香澄小学校

7.参加資格

8.競技規定

①試合方法

②競技規則

9.組み合わせ

10.表　　　彰

ll.参　加　費

12.審　　　判

亀宇摩
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小学校6年生以下の選手で､スポーツ安全保険に必ず加入していること｡

2 4トムを8グルー7に分け､ 3-ムによるリーグ戦を行い､その結果により第2

日日に順位トナメントを行う｡ ※順位の決定は､勝ち点(勝ち3点･引き分け1点･

負け0点)の多いトムを上位とする｡ただし･勝ち点が同じ場合は､得失点差､総得

点差､当核チームの対戦結果､抽選の順序による｡

平成2 3年度の(財)日本サッカー協会競技規則による｡.ただし､次の項目は本大会定

を定める

(1 )選手の交代は､自乱ベンチ入｡選手は制限しないが､指導者は3名まで｡

(2)試合時間は､ 40分(20-5-20)

(3)試合球は､検定4号球｡

(4)ユニホームは､正･副2着用意すること｡

習志野M S S大会運営委員会韓にて組み合わせ抽選を行う｡

優勝･準優勝､第3位及び順位トナメント戦の1位を表彰する｡

参加費は1チーム8, 000円とする｡ (大会当日受付にて受領)

帯同審判にてお願いしますo但し､ 1試合日は主催者で行う｡以降､試合後審靴
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