
枚方・交野サッカー3年生大会  

Road To 枚陸 2020 

  

 

実施期間： ８月１日（土）～8月１８日（火） 

  

会  場： 市内各中学校 ＊8月１８日（火）は枚方陸上競技場＊   

  

 

実施方法： ミニブロックトーナメント 上位 2チームが 18日に進出 

  

日  程： 1回戦 ８月１日（土） 2回戦 ８月８日（土）＊3位決定戦も実施＊  

   枚陸決戦 8月 18日（火）陸上競技場にて 

  ＊5チームトーナメントの場合は、3日間必要＊ 

   

確認事項： ・試合時間は、25分‐5分‐25分とする。 

・選手交代は自由。 

  ・ルールは、北河内の申し合わせ事項に準ずる。 

・メンバー表は不要。＊ただし、18日（火）の試合には要提出＊ 

 （18日の試合前に選手紹介の放送を入れようと考えています） 

 ・前後半で、決着がつかない場合、即 PK。 

・18日（火）の枚陸決戦に勝利したチームには賞状を授与する。 

  ・組み合わせは、オープン抽選で決定する。 

  ・感染防止対策については北河内大会に準ずる。 

  ・飲水タイム、クーリングブレイクは適宜適用する。 

  ・審判は審判服を着用すること。副審は経験豊富な選手にさせること。 

 

 

 

 

 

参加チーム（21チーム　うち1チームは合同）

枚方３　　　枚方４　　　枚方　　　津田　　　中宮　　　招提　　　招提北　　　楠葉　　　楠葉西　　　東香里　　

長尾　　　長尾西　　　杉　　　渚西　　　桜丘　　　　蹉跎　　　山田　　　交野２　　　交野４

東海大大阪仰星　　枚方１・常翔啓光（合同）

GroupＡ 1 2 3 4

長尾 サダ 交２ 東香里

GroupＢ 5 6 7 8

長尾西 交４ 枚３ 山田

GroupＣ 9 10 11 12

仰星 枚方 津田 渚西

GroupＤ 13 14 15 16

招提 杉 枚４ 招提北

GroupE 17 18 19 20 21

中宮 桜丘 枚１・啓光 楠葉 楠葉西

審判 イ
責任 ケ
審判 コ
責任 ア
審判 カ
責任 オ
審判 キ
責任 エ
審判 ウ
責任 ク

④１３：３０ＫＯ オ　　ｖｓ　　カ

⑤１４：５０KO キ　　ｖｓ　　エ

8月18日（火）　枚陸決戦　＠枚陸

①９：３０ＫＯ ア　　ｖｓ　　コ

②１０：５０ＫＯ ケ　　ｖｓ　　イ

③１２：１０ＫＯ ウ　　ｖｓ　　ク

会場準備→　　ケ＆イ　　ゴール運び、ネット貼り付け、フラッグ設置、シートひき、テント設営
会場片付け→　キ＆エ　ゴール運び、ネット回収、フラッグ撤収、シート回収、テント解体

陸上競技場開門８：４５　　準備に当たっているチームは８：４０に集合してください。
1試合目のアップはタータンを使用してください。
タータンはスパイクでの侵入は厳禁です。トレーニングシューズを持参
芝生の上では水のみ飲水可能です。チームで徹底をお願いします。
保護者の観戦は、最少人数でお願いします。（各チーム周知徹底を！）
各チームで使用したベンチの消毒を行っていただきますので、消毒液の持参をお願いします。



 

8月8日（土） 8月1日（土） 8月8日（土）

① 長尾中会場

１３：３０キックオフ

審判：東香里 1位　       　中 ア

東香里中会場 責任：交２　　　　　　　東香里中会場 2位　       　中 ウ

② １０：５０キックオフ

審判： 審判：

責任： 責任：

９：３０キックオフ

③ 交２ 長尾中会場

１４：５０キックオフ

審判：サダ

責任：長尾

④ 東香里

⑤ 山田中会場

１０：５０キックオフ

審判：枚３ 1位　        　中 エ

山田中会場 責任：山田 山田中会場 2位　        　中 イ

⑥ １０：５０キックオフ

審判： 審判：

責任： 責任：

９：３０キックオフ

⑦ 山田中会場

９：３０キックオフ

審判：長尾西

責任：交４

⑧

8月8日（土） 8月1日（土） 8月8日（土）

⑨ 渚西中会場

１０：４０キックオフ

審判：渚西 1位　        　中 オ

渚西中会場 責任：津田 渚西中会場 2位　        　中 キ

⑩ １０：４０キックオフ

審判： 審判：

責任： 責任：

９：３０キックオフ

⑪ 津田 渚西中会場

９：３０キックオフ

審判：東海大仰星

責任：枚方

⑫ 渚西

⑬ 招提中会場

１３：３０キックオフ

審判：枚４ 1位　        　中 ク

招提中会場 責任：招提北 招提中会場 2位　        　中 カ

⑭ １０：５０キックオフ

審判： 審判：

責任： 責任：

９：３０キックオフ

⑮ 招提中会場

１４：５０キックオフ

審判：杉

責任：招提

⑯

GroupA

長尾

サダ

長尾西
GroupB

招提北

交４

枚３

山田

東海大仰星
GroupC

枚方

招提
GroupD

杉

枚４

試合結果（形式は問いません）はその日のうちに招提中学校の  

井手までご連絡ください。 

携帯電話のショートメールでも構いません。（０８０１４４６９９３７） 

招提中に FAXでも構いません ０７２８５５５５９３ 

今回の大会に、ＦＣティアモ枚方、枚方市役所観光にぎわい課が全面的に協力し

てくださることになっています。（別紙参照） 

枚方市でサッカーをしている中学 3年生のために出来ることはないかと相談を

受けまして、打ち合わせを重ねてきました。選手たちの思い出になるよう、選手

たちに関わる大人としてできることを最大限おこないたいと考えております。ご

理解ご協力よろしくお願い致します。 

 

8月10日(月) 8月8日（土） 8月8日（土） 8月10日(月)

⑰ 桜丘中会場

１５：５０キックオフ

審判：楠葉 1位　       　中 ケ

楠葉西中会場 責任：枚１・啓光 2位　       　中 コ

⑱

審判：1試合目勝ち 楠葉西中会場

責任：1試合目負け １０：５０キックオフ

楠葉西中会場 １０：５０キックオフ 審判：1試合目勝ち

９：３０キックオフ ⑲ 枚１・啓光 桜丘中会場 責任：1試合目負け

審判：17対18の勝ち １４：３０キックオフ

責任：19か20対21の勝ち 審判：中宮

責任：桜丘 楠葉西中会場

⑳ 楠葉 ９：３０キックオフ

審判：１９か２０

責任：１７か１８

21 楠葉西

GroupE

中宮

桜丘

8月1日（土）


