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個人参加型フットサル 個人参加型スクール 個人参加型フットサル NIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUP

MIXMIXMIXMIXクラスクラスクラスクラス ビギナースクールビギナースクールビギナースクールビギナースクール オープンクラスオープンクラスオープンクラスオープンクラス ビギナークラスビギナークラスビギナークラスビギナークラス
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個人参加型スクール 個人参加型フットサル 個人参加型スクール 個人参加型フットサル NIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUP

レディーススクールレディーススクールレディーススクールレディーススクール MIXMIXMIXMIXクラスクラスクラスクラス ビギナーゲームデービギナーゲームデービギナーゲームデービギナーゲームデー オープンクラスオープンクラスオープンクラスオープンクラス ビギナートップクラスビギナートップクラスビギナートップクラスビギナートップクラス
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TFD ENJOY CUPTFD ENJOY CUPTFD ENJOY CUPTFD ENJOY CUP 個人参加型スクール 個人参加型フットサル 個人参加型スクール 個人参加型フットサル NIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUP

男女男女男女男女MIXMIXMIXMIXクラスクラスクラスクラス レディーススクールレディーススクールレディーススクールレディーススクール MIXMIXMIXMIXクラスクラスクラスクラス ビギナースクールビギナースクールビギナースクールビギナースクール オープンクラスオープンクラスオープンクラスオープンクラス 男女男女男女男女MIXMIXMIXMIXクラスクラスクラスクラス

20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626

個人参加型スクール 個人参加型フットサル 個人参加型スクール 個人参加型フットサル NIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUP

レディーススクールレディーススクールレディーススクールレディーススクール MIXMIXMIXMIXクラスクラスクラスクラス ビギナーゲームデービギナーゲームデービギナーゲームデービギナーゲームデー オープンクラスオープンクラスオープンクラスオープンクラス オープンクラスオープンクラスオープンクラスオープンクラス

27272727 28282828 29292929 30303030 31313131 1111 2222

HONDA CUPHONDA CUPHONDA CUPHONDA CUP 個人参加型スクール 個人参加型フットサル 個人参加型スクール 個人参加型フットサル

エンジョイクラスエンジョイクラスエンジョイクラスエンジョイクラス レディーススクールレディーススクールレディーススクールレディーススクール MIXMIXMIXMIXクラスクラスクラスクラス ビギナースクールビギナースクールビギナースクールビギナースクール オープンクラスオープンクラスオープンクラスオープンクラス

↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

大会　・　イベント スクール＋ゲーム ゲーム中心 スクール＋ゲーム ゲーム中心 大会

【　【　【　【　２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年　　　　５５５５月度月度月度月度スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール　】　】　】　】

《　《　《　《　大会大会大会大会　》　》　》　》

5

～　～　～　～　HONDA CUP HONDA CUP HONDA CUP HONDA CUP ～～～～

　　　　◇◇◇◇　　　　２７２７２７２７日日日日（（（（日日日日）　　）　　）　　）　　 ：　：　：　：　エンジョイクラス エンジョイクラス エンジョイクラス エンジョイクラス ((((　　　　初級初級初級初級～～～～中級中級中級中級レベルレベルレベルレベル　）　）　）　）

●　時　　　間 ：　１３：００～　　　 ※　代表者会議 １２：３０　（　時間厳守　）　・　１２：００～　コート使用可

●　募集チーム数 ：　８チーム

●　参　加　費　 ：　会員チーム＆ビジター　￥１２，０００－

●　大会形式

●　表　　　彰 ：　優勝優勝優勝優勝・・・・準優勝準優勝準優勝準優勝・・・・個人賞個人賞個人賞個人賞　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　豪華賞品豪華賞品豪華賞品豪華賞品

～　～　～　～　TOKIWA FOOTDOME ENJOY CUPTOKIWA FOOTDOME ENJOY CUPTOKIWA FOOTDOME ENJOY CUPTOKIWA FOOTDOME ENJOY CUP　～　～　～　～

　　　　◇◇◇◇　　　　１３１３１３１３日日日日（（（（日日日日）））） ：　：　：　：　男女男女男女男女ミックスミックスミックスミックス

●　時　　　間 ：　１５：００～　　　※　集合・代表者会議 １４：３０　（　時間厳守　）

●　募集チーム数 ：　３～６　チーム　 0 /6  

●　参　加　費　 ：　会員チーム＆ビジター　￥１０，５００－

●　大会形式

●　試合時間

 ◇ ◇ ◇ ◇　　　　　　　　４４４４日日日日（（（（金金金金・・・・祝祝祝祝）））） ：　：　：　：　ビギナービギナービギナービギナー 1 /6      

 ◇ ◇ ◇ ◇　　　　１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金）））） ：　：　：　：　ビギナートップビギナートップビギナートップビギナートップ　（　（　（　（ミドルチャレンジミドルチャレンジミドルチャレンジミドルチャレンジ）））） 2 /6  

 ◇ ◇ ◇ ◇　　　　１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金）））） ：　：　：　：　男女男女男女男女ミックスミックスミックスミックス 1 /6  

 ◇ ◇ ◇ ◇　　　　２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金）））） ：　：　：　：　オープンオープンオープンオープン 0 /6  

●　時　　　間 ：　２０：３０～　　　※　集合・代表者会議 ２０：００　（　時間厳守　）

●　募集チーム数 ：　３　～　６　チーム

●　参　加　費　 ：　会員チーム　　￥１０，５００－　　ビジター　　￥１５，７５０－

●　大会形式

●　試合時間

《　《　《　《　大会大会大会大会　》　》　》　》

☆☆☆☆まだまだまだまだ会員会員会員会員でないチームでないチームでないチームでないチーム　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　会員登録費会員登録費会員登録費会員登録費＋＋＋＋大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費　￥　￥　￥　￥１８１８１８１８，，，，９００９００９００９００－－－－　※通常￥２１，０００-（登録費￥10,500＋参加費￥10,500）

：　予選リーグ　＆　決勝トーナメント　（最低３試合保障）　　※出場チーム数により変更の場合あり

：　予選　６分－１分－６分　　決勝T　７分－１分－７分　（ランニングタイム）　　※出場チーム数により変更の場合あり

～　～　～　～　NIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUPNIGHTER CUP　～　～　～　～

☆☆☆☆まだまだまだまだ会員会員会員会員でないチームでないチームでないチームでないチーム　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　会員登録費会員登録費会員登録費会員登録費＋＋＋＋大会参加費大会参加費大会参加費大会参加費　￥　￥　￥　￥１８１８１８１８，，，，９００９００９００９００－－－－　※通常￥２１，０００-（登録費￥10,500＋参加費￥10,500）

  お  お  お  お申申申申しししし込込込込みはみはみはみは→→→→　　　　PC PC PC PC & & & & ケータイケータイケータイケータイ：　：　：　：　httphttphttphttp://://://://hondacuphondacuphondacuphondacup....jpjpjpjp////　　　　　　　　　　　　TEL TEL TEL TEL : : : : 0120012001200120----99999999----8662 　8662 　8662 　8662 　※※※※当施設当施設当施設当施設ではではではでは受付受付受付受付できませんできませんできませんできません。。。。

：　予選リーグ　＆　決勝トーナメント　　※出場チーム数により変更の場合あり

：　予選　６分－１分－６分　　決勝T　７分－１分－７分　（ランニングタイム）　　※出場チーム数により変更の場合あり

：　予選リーグ　＆　決勝トーナメント　（最低３試合保障）　　※出場チーム数により変更の場合あり



《　《　《　《　大会規約大会規約大会規約大会規約　》 　》 　》 　》 

★★★★　　　　カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

　　　　　エンジョイビギナークラス　　　　　：　初心者のみで構成されるチーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（　または、当施設の大会のビギナークラスの下位チーム）

　　　　　ビギナークラス　　　 　　　 ：　経験者が２名以内で構成されたチーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（　または、当施設の大会のビギナートップクラスの下位チーム）

　　　　　ビギナートップクラス　　 ：　ビギナークラスの上位チーム、及びミドルクラスの下位チーム

　　　　　ミドルクラス　　　　　　　 ：　部活動・クラブチームに少しでも所属された方で構成されたチーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（　または、当施設の大会のオープンクラスの下位チーム）

　　　　　オープンクラス　　　　　　 ：　レベル制限なし

　　　　　男女ミックスクラス　　　 ：　男性と女性で構成されたチーム（フィールドプレイヤーに必ず女性が２名以上いる事）

　　　　　オーバー３０クラス　　　 ：　３０歳以上の方で構成されたチーム

　　　　　アラウンド４０クラス　　　 ：　３６歳以上の方で構成されたチーム

★　参加資格参加資格参加資格参加資格

　　　　　メンバーが全員健康でフットサルを純粋に楽しみたい中学生以上の方で構成されているチーム。

　　　　　　※条例により、18歳未満の方は23時以降の施設利用はできません。

　　　  　各カテゴリーの参加制限にのっとり、マナーとモラルを守っていただけるチーム。

　　　　　大会主旨・規約及びルールを代表者様が責任を持ってチーム全員に浸透していただけるチーム。

★　賞品賞品賞品賞品

　　　　　　　　　　　　　　　　 優勝チーム、準優勝チーム、ＭＶＰ、アシスト王（男女ＭＩＸクラスのみ）

　　　　　　※大会賞品は参加チーム数により変更する場合がございます。

★　大会規約大会規約大会規約大会規約

　　　　　１.　大会申込のキャンセルは、開催日の２週間前からキャンセル料が発生します。

　　　　　　　２週間前からは半額、１週間前からは全額、キャンセル料を頂きます。

　　　　　２.　（財）日本サッカー協会制定の「フットサル競技規則」による。　但し、一部ローカルルールを適用します。

　　　　　３.　試合中のケガ防止の為、レガースの着用を義務付けます。

　　　　　４.　安全の為、指輪、ネックレス、ピアス、ミサンガ、腕時計、メガネ等の装飾品の着用は一切禁止致します。

FAX 087-861-3830FAX 087-861-3830

　　　　　４.　安全の為、指輪、ネックレス、ピアス、ミサンガ、腕時計、メガネ等の装飾品の着用は一切禁止致します。

　　　　　５.　大会中のケガ、事故、盗難につきましては、自己責任とさせていただきますので予め御了承下さい。

　　　　　６.　各自スポーツ傷害保険などに加入する事をお勧めします。

　　　　　７.　大会を円滑に進行させる為に時間厳守でお願いします。

　　　　　　　代表者会議に不在の場合は失格とさせていただきます。

　　　　　　　また、試合開始時刻に５名揃っていない場合は没収試合とし、以降の試合に関しては主催者側で協議し決定します。

　　　　　８.　主審・タイムキーパーは主催者側で実施します。　第二審判を各チームでお手伝い下さい。

　　　　　　　審判をされる方はルールを熟知しており、積極的にジャッジしていただける方に限ります。

　　　　　　　チームに該当者がいない場合は大会への出場をお断りさせていただく場合がございます。　　　　

　　　　　９.　大会カテゴリーに記載しているカテゴリーおよび参加制限を守ってご参加ください。

　　　　　　　　　　（　参加カテゴリーで優勝されたチームは、次回から前回より上のカテゴリーへの参加となります。　）

　　　　１０.  大会中に規約違反が発覚したチームは決勝ラウンドへの進出はできません。

　　　　１１.　いかなる場合も暴力的行為及び、著しいクレームを犯したチームは以後の試合大会への参加は一切認めません。

★　注意事項注意事項注意事項注意事項

　　　　　大会参加者及び関係者の方は、マルナカマルナカマルナカマルナカ伏石店東側伏石店東側伏石店東側伏石店東側のくにとうのくにとうのくにとうのくにとう幼稚園駐車場幼稚園駐車場幼稚園駐車場幼稚園駐車場へへへへ駐車駐車駐車駐車してくださいしてくださいしてくださいしてください。

★　　　　申込方法申込方法申込方法申込方法

　　　　　エントリー用紙をご記入の上、受付へご提出下さい。（　ＦＡＸ 可　）

　　　　　エントリー用紙をご提出して頂いた時点で、正式エントリーとなります。

　　　　　申込みをされたチームは大会主旨及び規約をご理解いただいたものとみなします。

　　私、並びに大会への参加チーム・選手・チーム関係者は上記の当大会規約を承諾の上、当大会に申し込みます。

ご記入、ご登録頂きました情報は（当社より各種ご案内の送付）や（当社における業務上のご連絡・手続き・管理等・関連する業務）に対して使用致します。

お客様の個人情報につきまして（株式会社トキワリーグの情報に関する基本方針）に基づきお取り扱い致します。

／ ￥

住所 　〒

受　付 金　　額

連絡先 　自宅 　携帯

代表者名

チーム名

会員No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　ビジター

大会日 大会名 カテゴリー

　　〒760‐0078　高松市今里町１丁目３８５　　　tel　0120-81-2036　　fax　087-861-3830

http://www.tokiwafootdome.com  ・　E-Mail : footdome@tokiwafootdome.com

／ ￥


