第６回大阪シニア（Ｏ-６０）サッカー大会 実施要項
１．主

催

一般社団法人大阪府サッカー協会

２．主

管

一般社団法人大阪府サッカー協会 シニア委員会

３．開催日時

平成２８年４月３日（日）
、１０日（日）

４．開催場所

堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター J-GREEN 堺 人工芝フィールド

５．参加資格

大阪府サッカー協会に登録された選手により構成されたチームであること。
選手は、１９５７年（昭和３２年）４月１日までに生まれた選手であること。

６．参加料

２０，０００円とする。

７．申込方法 （１）参加申し込みは、最大監督１名、選手３０名（兼任監督含む）とする。
（２）平成２８年３月２５日（金）までに、参加料を送金すること。
送金口座：三菱東京ＵＦＪ銀行 堂島支店

普通預金 口座番号 ４９６８９５５

一般社団法人大阪府サッカー協会
※送金の際は、送金者名に必ずチーム名を入れること。
（３）エントリー表については、メールで送信（info2009＠ofa-senior.jp）のこと。
８．抽

選

９．競技方法

平成２８年３月１３日（日）１７：３０より、Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺にて実施する。
参加チームを２グループに分けて、
Ａグループは、４チームによるトーナメントによりグループ１位を決定。
Ｂグループは、３チームによるリーグ戦によりグループ１位を決定。
各グループ１位同士による代表決定戦を行う。

10．順位決定

Ａグループ：同点の場合、ＰＫ方式（５人）により勝者を決定する。敗者戦は引き分けとする。
Ｂグループ：勝点方式による。勝ちの時は、勝点３、引分けの時は、勝点１、負けの時は、
勝点０とする。勝点が同じ時は、得失点差、総得点の順で決定する。さらに同じ時は、当該試
合の勝ちチームを上位とし、最終は抽選にて順位を決定する。

11．競技規則 （１）平成２８年度（公財）日本サッカー協会競技規則による。
（２）競技時間は、４０分（前・後半２０分）とし、ハーフタイムは５分以内とする。
（３）各試合のエントリー選手は、
１８名とする。
最大７名を交代選手としてエントリーできる。
再交代を適用する。
（４）本大会において退場を命ぜられた選手は、自動的に次の１試合に出場できない。
また、退場理由によっては、複数試合の出場停止となる場合もある。
（５）本大会において警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（６）試合球は、軽量球（３８０ｇ）を使用する。試合球は協会が用意する。
12．
メンバー表提出 試合開始３０分前に各チームは、
メンバー表と選手証を本部席に提出しなければならない。
13．その他

（１）ユニフォームは、色違いの正副２着を用意すること。
（２）負傷者については、一切責任を負わない。各チームの責任において、傷害保険・賠償保険
に加入のこと。
（３）エントリーに際しては、別紙の「プライバシーポリシー同意について（お願い）
」
を確認の上、エントリーのこと。
（４）
「協会加盟チームとして、ふさわしくない行為を行ったチーム」は、その行為の状況に応じ
て、シニア委員会より、処分（出場停止等）が下される場合がある。
」
（５）本要項に記載無き事項について疑義が生じた場合、シニア委員会にて検討の上判断する。

その他確認事項
１． エントリーについて
登録・出場できる選手は、大阪府サッカー協会に加盟登録された選手に限る
他府県登録選手の出場は一切認めない
本年度より、年齢制限、出場規程が変更となってます。
自チームの初戦まで、エントリーの変更は可能とする。
その後の追加は、最大３０名までの中であれば認めるが、登録選手の変更は一切認めない。
背番号は試合毎に異なる番号を着用することは構わないが、当該試合のメンバー提出用紙に記載された番号
を着用する事
０番は着用不可、背番号無しも出場不可です
２． メンバー提出用紙・選手証について
メンバー提出用紙は、各チームで試合数分を持参し、選手証と共に試合開始３０分前までに各ピッチの本部
席に提出して下さい。スタメン１１名に○、サブの選手（最大７名）に／を付して下さい
電子選手証での提示も可とする。
３． ユニフォーム・用具
ユニフォーム・用具については、ルールどおりとする
必ず２色のユニフォームを会場に持参する事
スパッツ・アンダーシャツ等はパンツ・シャツと同色とすること
指輪・ネックレス等の装飾品を着用しての出場は不可
４． 審判員
本大会において、主審及び副審を協会より派遣する。
判定について、執拗に異議不服を唱えないこと。
５． ベンチ
対戦表の左側のチームが本部席から見て左側のベンチ、右側のチームが右側のベンチとする
キックオフ１０分前にはベンチ横（外側）に荷物を置き、用具チェックの準備をすること
チームメンバー以外の方、お子様はベンチには入れません
試合終了チームは速やかにベンチを空けるようご協力願います
６． 抽選について
各年代とも、昨年度４月の大阪シニア大会の順位を基準にシードを行う
７． その他
試合中は、フィールド内でのボールを使用したアップは出来ません
交代手続きは、本部席に交代する選手の番号を申し出て、主審の確認の後、交代して下さい
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一般社団法人大阪府サッカー協会
※送金の際は、送金者名に必ずチーム名を入れること。
（３）エントリー表については、メールで送信（info2009＠ofa-senior.jp）のこと。
８．抽

選

９．競技方法

平成２８年３月１３日（日）１７：３０より、Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺にて実施する。
参加チームを２グループに分けて、
Ａグループは、４チームによるトーナメントによりグループ１位を決定。
Ｂグループは、３チームによるリーグ戦によりグループ１位を決定。
各グループ１位同士による代表決定戦を行う。

10．順位決定

Ａグループ：同点の場合、ＰＫ方式（５人）により勝者を決定する。敗者戦は引き分けとする。
Ｂグループ：勝点方式による。勝ちの時は、勝点３、引分けの時は、勝点１、負けの時は、
勝点０とする。勝点が同じ時は、得失点差、総得点の順で決定する。さらに同じ時は、当該試
合の勝ちチームを上位とし、最終は抽選にて順位を決定する。

11．競技規則 （１）平成２８年度（公財）日本サッカー協会競技規則による。
（２）競技時間は、４０分（前・後半２０分）とし、ハーフタイムは５分以内とする。
（３）各試合のエントリー選手は、
１８名とする。
最大７名を交代選手としてエントリーできる。
再交代を適用する。
（４）本大会において退場を命ぜられた選手は、自動的に次の１試合に出場できない。
また、退場理由によっては、複数試合の出場停止となる場合もある。
（５）本大会において警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（６）試合球は、軽量球（３８０ｇ）を使用する。試合球は協会が用意する。
12．
メンバー表提出 試合開始３０分前に各チームは、
メンバー表と選手証を本部席に提出しなければならない。
13．その他

（１）ユニフォームは、色違いの正副２着を用意すること。
（２）負傷者については、一切責任を負わない。各チームの責任において、傷害保険・賠償保険
に加入のこと。
（３）エントリーに際しては、別紙の「プライバシーポリシー同意について（お願い）
」
を確認の上、エントリーのこと。
（４）
「協会加盟チームとして、ふさわしくない行為を行ったチーム」は、その行為の状況に応じ
て、シニア委員会より、処分（出場停止等）が下される場合がある。
」
（５）本要項に記載無き事項について疑義が生じた場合、シニア委員会にて検討の上判断する。

その他確認事項
１． エントリーについて
登録・出場できる選手は、大阪府サッカー協会に加盟登録された選手に限る
他府県登録選手の出場は一切認めない
本年度より、年齢制限、出場規程が変更となってます。
自チームの初戦まで、エントリーの変更は可能とする。
その後の追加は、最大３０名までの中であれば認めるが、登録選手の変更は一切認めない。
背番号は試合毎に異なる番号を着用することは構わないが、当該試合のメンバー提出用紙に記載された番号
を着用する事
０番は着用不可、背番号無しも出場不可です
２． メンバー提出用紙・選手証について
メンバー提出用紙は、各チームで試合数分を持参し、選手証と共に試合開始３０分前までに各ピッチの本部
席に提出して下さい。スタメン１１名に○、サブの選手（最大７名）に／を付して下さい
電子選手証での提示も可とする。
３． ユニフォーム・用具
ユニフォーム・用具については、ルールどおりとする
必ず２色のユニフォームを会場に持参する事
スパッツ・アンダーシャツ等はパンツ・シャツと同色とすること
指輪・ネックレス等の装飾品を着用しての出場は不可
４． 審判員
本大会において、主審及び副審を協会より派遣する。
判定について、執拗に異議不服を唱えないこと。
５． ベンチ
対戦表の左側のチームが本部席から見て左側のベンチ、右側のチームが右側のベンチとする
キックオフ１０分前にはベンチ横（外側）に荷物を置き、用具チェックの準備をすること
チームメンバー以外の方、お子様はベンチには入れません
試合終了チームは速やかにベンチを空けるようご協力願います
６． 抽選について
各年代とも、昨年度４月の大阪シニア大会の順位を基準にシードを行う
７． その他
試合中は、フィールド内でのボールを使用したアップは出来ません
交代手続きは、本部席に交代する選手の番号を申し出て、主審の確認の後、交代して下さい

第６回大阪シニア（Ｏ-６０）サッカー大会 実施要項
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３．開催日時

平成２８年４月３日（日）
、１０日（日）

４．開催場所

堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター J-GREEN 堺 人工芝フィールド

５．参加資格

大阪府サッカー協会に登録された選手により構成されたチームであること。
選手は、１９５７年（昭和３２年）４月１日までに生まれた選手であること。

６．参加料

２０，０００円とする。

７．申込方法 （１）参加申し込みは、最大監督１名、選手３０名（兼任監督含む）とする。
（２）平成２８年３月２５日（金）までに、参加料を送金すること。
送金口座：三菱東京ＵＦＪ銀行 堂島支店

普通預金 口座番号 ４９６８９５５

一般社団法人大阪府サッカー協会
※送金の際は、送金者名に必ずチーム名を入れること。
（３）エントリー表については、メールで送信（info2009＠ofa-senior.jp）のこと。
８．抽

選

９．競技方法

平成２８年３月１３日（日）１７：３０より、Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺にて実施する。
参加チームを２グループに分けて、
Ａグループは、４チームによるトーナメントによりグループ１位を決定。
Ｂグループは、３チームによるリーグ戦によりグループ１位を決定。
各グループ１位同士による代表決定戦を行う。

10．順位決定

Ａグループ：同点の場合、ＰＫ方式（５人）により勝者を決定する。敗者戦は引き分けとする。
Ｂグループ：勝点方式による。勝ちの時は、勝点３、引分けの時は、勝点１、負けの時は、
勝点０とする。勝点が同じ時は、得失点差、総得点の順で決定する。さらに同じ時は、当該試
合の勝ちチームを上位とし、最終は抽選にて順位を決定する。

11．競技規則 （１）平成２８年度（公財）日本サッカー協会競技規則による。
（２）競技時間は、４０分（前・後半２０分）とし、ハーフタイムは５分以内とする。
（３）各試合のエントリー選手は、
１８名とする。
最大７名を交代選手としてエントリーできる。
再交代を適用する。
（４）本大会において退場を命ぜられた選手は、自動的に次の１試合に出場できない。
また、退場理由によっては、複数試合の出場停止となる場合もある。
（５）本大会において警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（６）試合球は、軽量球（３８０ｇ）を使用する。試合球は協会が用意する。
12．
メンバー表提出 試合開始３０分前に各チームは、
メンバー表と選手証を本部席に提出しなければならない。
13．その他

（１）ユニフォームは、色違いの正副２着を用意すること。
（２）負傷者については、一切責任を負わない。各チームの責任において、傷害保険・賠償保険
に加入のこと。
（３）エントリーに際しては、別紙の「プライバシーポリシー同意について（お願い）
」
を確認の上、エントリーのこと。
（４）
「協会加盟チームとして、ふさわしくない行為を行ったチーム」は、その行為の状況に応じ
て、シニア委員会より、処分（出場停止等）が下される場合がある。
」
（５）本要項に記載無き事項について疑義が生じた場合、シニア委員会にて検討の上判断する。

その他確認事項
１． エントリーについて
登録・出場できる選手は、大阪府サッカー協会に加盟登録された選手に限る
他府県登録選手の出場は一切認めない
本年度より、年齢制限、出場規程が変更となってます。
自チームの初戦まで、エントリーの変更は可能とする。
その後の追加は、最大３０名までの中であれば認めるが、登録選手の変更は一切認めない。
背番号は試合毎に異なる番号を着用することは構わないが、当該試合のメンバー提出用紙に記載された番号
を着用する事
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電子選手証での提示も可とする。
３． ユニフォーム・用具
ユニフォーム・用具については、ルールどおりとする
必ず２色のユニフォームを会場に持参する事
スパッツ・アンダーシャツ等はパンツ・シャツと同色とすること
指輪・ネックレス等の装飾品を着用しての出場は不可
４． 審判員
本大会において、主審及び副審を協会より派遣する。
判定について、執拗に異議不服を唱えないこと。
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対戦表の左側のチームが本部席から見て左側のベンチ、右側のチームが右側のベンチとする
キックオフ１０分前にはベンチ横（外側）に荷物を置き、用具チェックの準備をすること
チームメンバー以外の方、お子様はベンチには入れません
試合終了チームは速やかにベンチを空けるようご協力願います
６． 抽選について
各年代とも、昨年度４月の大阪シニア大会の順位を基準にシードを行う
７． その他
試合中は、フィールド内でのボールを使用したアップは出来ません
交代手続きは、本部席に交代する選手の番号を申し出て、主審の確認の後、交代して下さい
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Ａグループ：同点の場合、ＰＫ方式（５人）により勝者を決定する。敗者戦は引き分けとする。
Ｂグループ：勝点方式による。勝ちの時は、勝点３、引分けの時は、勝点１、負けの時は、
勝点０とする。勝点が同じ時は、得失点差、総得点の順で決定する。さらに同じ時は、当該試
合の勝ちチームを上位とし、最終は抽選にて順位を決定する。

11．競技規則 （１）平成２８年度（公財）日本サッカー協会競技規則による。
（２）競技時間は、４０分（前・後半２０分）とし、ハーフタイムは５分以内とする。
（３）各試合のエントリー選手は、
１８名とする。
最大７名を交代選手としてエントリーできる。
再交代を適用する。
（４）本大会において退場を命ぜられた選手は、自動的に次の１試合に出場できない。
また、退場理由によっては、複数試合の出場停止となる場合もある。
（５）本大会において警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（６）試合球は、軽量球（３８０ｇ）を使用する。試合球は協会が用意する。
12．
メンバー表提出 試合開始３０分前に各チームは、
メンバー表と選手証を本部席に提出しなければならない。
13．その他

（１）ユニフォームは、色違いの正副２着を用意すること。
（２）負傷者については、一切責任を負わない。各チームの責任において、傷害保険・賠償保険
に加入のこと。
（３）エントリーに際しては、別紙の「プライバシーポリシー同意について（お願い）
」
を確認の上、エントリーのこと。
（４）
「協会加盟チームとして、ふさわしくない行為を行ったチーム」は、その行為の状況に応じ
て、シニア委員会より、処分（出場停止等）が下される場合がある。
」
（５）本要項に記載無き事項について疑義が生じた場合、シニア委員会にて検討の上判断する。

その他確認事項
１． エントリーについて
登録・出場できる選手は、大阪府サッカー協会に加盟登録された選手に限る
他府県登録選手の出場は一切認めない
本年度より、年齢制限、出場規程が変更となってます。
自チームの初戦まで、エントリーの変更は可能とする。
その後の追加は、最大３０名までの中であれば認めるが、登録選手の変更は一切認めない。
背番号は試合毎に異なる番号を着用することは構わないが、当該試合のメンバー提出用紙に記載された番号
を着用する事
０番は着用不可、背番号無しも出場不可です
２． メンバー提出用紙・選手証について
メンバー提出用紙は、各チームで試合数分を持参し、選手証と共に試合開始３０分前までに各ピッチの本部
席に提出して下さい。スタメン１１名に○、サブの選手（最大７名）に／を付して下さい
電子選手証での提示も可とする。
３． ユニフォーム・用具
ユニフォーム・用具については、ルールどおりとする
必ず２色のユニフォームを会場に持参する事
スパッツ・アンダーシャツ等はパンツ・シャツと同色とすること
指輪・ネックレス等の装飾品を着用しての出場は不可
４． 審判員
本大会において、主審及び副審を協会より派遣する。
判定について、執拗に異議不服を唱えないこと。
５． ベンチ
対戦表の左側のチームが本部席から見て左側のベンチ、右側のチームが右側のベンチとする
キックオフ１０分前にはベンチ横（外側）に荷物を置き、用具チェックの準備をすること
チームメンバー以外の方、お子様はベンチには入れません
試合終了チームは速やかにベンチを空けるようご協力願います
６． 抽選について
各年代とも、昨年度４月の大阪シニア大会の順位を基準にシードを行う
７． その他
試合中は、フィールド内でのボールを使用したアップは出来ません
交代手続きは、本部席に交代する選手の番号を申し出て、主審の確認の後、交代して下さい
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堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター J-GREEN 堺 人工芝フィールド

５．参加資格

大阪府サッカー協会に登録された選手により構成されたチームであること。
選手は、１９５７年（昭和３２年）４月１日までに生まれた選手であること。
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２０，０００円とする。

７．申込方法 （１）参加申し込みは、最大監督１名、選手３０名（兼任監督含む）とする。
（２）平成２８年３月２５日（金）までに、参加料を送金すること。
送金口座：三菱東京ＵＦＪ銀行 堂島支店

普通預金 口座番号 ４９６８９５５

一般社団法人大阪府サッカー協会
※送金の際は、送金者名に必ずチーム名を入れること。
（３）エントリー表については、メールで送信（info2009＠ofa-senior.jp）のこと。
８．抽

選

９．競技方法

平成２８年３月１３日（日）１７：３０より、Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺にて実施する。
参加チームを２グループに分けて、
Ａグループは、４チームによるトーナメントによりグループ１位を決定。
Ｂグループは、３チームによるリーグ戦によりグループ１位を決定。
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（４）本大会において退場を命ぜられた選手は、自動的に次の１試合に出場できない。
また、退場理由によっては、複数試合の出場停止となる場合もある。
（５）本大会において警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場できない。
（６）試合球は、軽量球（３８０ｇ）を使用する。試合球は協会が用意する。
12．
メンバー表提出 試合開始３０分前に各チームは、
メンバー表と選手証を本部席に提出しなければならない。
13．その他

（１）ユニフォームは、色違いの正副２着を用意すること。
（２）負傷者については、一切責任を負わない。各チームの責任において、傷害保険・賠償保険
に加入のこと。
（３）エントリーに際しては、別紙の「プライバシーポリシー同意について（お願い）
」
を確認の上、エントリーのこと。
（４）
「協会加盟チームとして、ふさわしくない行為を行ったチーム」は、その行為の状況に応じ
て、シニア委員会より、処分（出場停止等）が下される場合がある。
」
（５）本要項に記載無き事項について疑義が生じた場合、シニア委員会にて検討の上判断する。

その他確認事項
１． エントリーについて
登録・出場できる選手は、大阪府サッカー協会に加盟登録された選手に限る
他府県登録選手の出場は一切認めない
本年度より、年齢制限、出場規程が変更となってます。
自チームの初戦まで、エントリーの変更は可能とする。
その後の追加は、最大３０名までの中であれば認めるが、登録選手の変更は一切認めない。
背番号は試合毎に異なる番号を着用することは構わないが、当該試合のメンバー提出用紙に記載された番号
を着用する事
０番は着用不可、背番号無しも出場不可です
２． メンバー提出用紙・選手証について
メンバー提出用紙は、各チームで試合数分を持参し、選手証と共に試合開始３０分前までに各ピッチの本部
席に提出して下さい。スタメン１１名に○、サブの選手（最大７名）に／を付して下さい
電子選手証での提示も可とする。
３． ユニフォーム・用具
ユニフォーム・用具については、ルールどおりとする
必ず２色のユニフォームを会場に持参する事
スパッツ・アンダーシャツ等はパンツ・シャツと同色とすること
指輪・ネックレス等の装飾品を着用しての出場は不可
４． 審判員
本大会において、主審及び副審を協会より派遣する。
判定について、執拗に異議不服を唱えないこと。
５． ベンチ
対戦表の左側のチームが本部席から見て左側のベンチ、右側のチームが右側のベンチとする
キックオフ１０分前にはベンチ横（外側）に荷物を置き、用具チェックの準備をすること
チームメンバー以外の方、お子様はベンチには入れません
試合終了チームは速やかにベンチを空けるようご協力願います
６． 抽選について
各年代とも、昨年度４月の大阪シニア大会の順位を基準にシードを行う
７． その他
試合中は、フィールド内でのボールを使用したアップは出来ません
交代手続きは、本部席に交代する選手の番号を申し出て、主審の確認の後、交代して下さい
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