
サッカー競技の部 

平成３０年度 日立市新人体育大会 

１ 大会委員長  鈴木 裕一（滑川） 
 

２ 競技委員長  柳下 卓也（十王）  競技副委員長  戸祭 雄太（日立一） 
 

３ 審 判 長  菊池 大輔（多賀） 
 

４ 審判員及び           濱田 一貴・岡野 直樹（豊浦）  滑川 祐馬・ 関   優 （日高） 

競技役員   浜田 崇義・横田  力 （滑川）  大和田 聡（平沢） 

関矢 宏樹・梅原 利浩（駒王）  柴田 健介・樫村 裕之（助川） 

磯野 尚人（多賀）        伊藤 義隆・中島 智之（大久保） 

森田 航生・鈴木  朗（河原子） 三浦  直・平山 文彦（泉丘） 

森山 剛俊・前島  亮（台原）  白圡 賢志（久慈） 

有園 翔太・千葉 正英（坂本）  和田 航輔（十王） 

田中 真 （キリスト）      入野 寿勝（日立一） 
  

《外部》   永盛常雄・篠原 直・小林 岳・綿引啓昭・池澤 健・大塚拓実・佐藤光徳 

石川秀明・佐藤修二・新嶋健太・堀内 聖・曳沼裕一・小野浩道・斉藤智晴 

木内 勲・堀田英太・雨貝一樹・出羽章紘・坂元隆介・照井 優・松本 透 

河田真司 
 

５ 運 営 委 員  柳下 卓也（十王） 戸祭 雄太（日立一） 和埜 美穂（平沢） 安 絵里（久慈） 
 

６ 会   場   中里スポーツ広場（ＴＥＬ ５９－０８１８） 
 

７ 救   護  赤津 幸子（中里） 
 

８ 競技方法及び競技規則 

 （１）出場１６校のうち，４校（平沢中・茨城キリスト中及び坂本中・河原子中）が合同チームを組

み，１４チームで試合を行う。組み合わせ通りに試合を行い，１０チームが県北新人大会への

出場権を得る。 

（２）予選はトーナメント方式とリーグ方式を組み合わせて行う。試合時間は５０分とし，ハーフタ

イムのインターバルは５分とする。トーナメント方式では，５０分で勝敗が決しない場合，延

長戦は行わず，ＰＫ方式で勝敗を決定する。リーグ方式では，勝点制（勝ち３点・引き分け１

点・負け０点）で行い，勝ち点が同数の場合は次のような優先順位で勝敗を決する。①得失点，

②総得点，③当該チーム同士の勝敗，④抽選。決勝トーナメントにおいても同様に，５０分で

勝敗が決しない場合には，延長戦は行わず，ＰＫ方式で勝敗を決定する。 

（３）選手交代に関しては，競技開始前に登録した最大７名の交代要員の中から，７名までの交代が

認められ，交代して退いた競技者の再出場を認める。本大会において２度の警告を受けた選手，

及び退場を命じられた選手は，次の１試合に出場することができない。また，大会中２度以上

の退場を命じられた選手，及び著しく悪質な違反行為を犯した選手は，大会規律フェアプレー

委員会でそれ以後の処置を決定する。本大会における退場による出場停止処分の未消化分に関

しては県北大会まで適用される。 

 （４）いずれかのチームが７人未満の場合，試合は開始されない。その場合，７人未満のチームを不

戦敗し，点数は０対９とする。また，試合中にいずれかのチームが７人未満の状況に陥った場

合，その時点で試合を終了し，該当チームの不戦敗とする。点数は０対９とする。ただし，試

合終了時点で，それ以上の点差がある場合，勝利チームに有利になる点数を採用する。 

 （５）第１試合のチームは，試合開始４０分前から１０分間，フィールドでのアップを可とする。第

２試合目以降のチームは，前試合のハーフタイム（５分間）の時間，フィールドでのアップを



可とする。フィールド内でのアップは登録選手１８名のみとする。  

 （６）今大会は，２０１８／２０１９日本サッカー協会競技規則に準じて行う。また，試合球は５号

球とする。 

 （７）ユニフォーム，ショーツ，ストッキングはチームで統一し，色違いのものを２種類用意する。 
 

９ その他 

○ 賞状４枚（十王中へ）石灰１５袋（中里スポーツ広場へ）弁当（１日目４５個 ２日目４０個） 

○ 上位１０校（９＋１）が県北新人大会に出場 

○ 雨天順延（小雨決行） 態度決定は５：３０ 

○ 各チームで中体連申し合わせ事項を守ること 

○ 開門は６：３０とする。その前には会場に来ないこと（交通安全のため） 

○ 連絡先 ３９－２４００（十王中学校）  ０９０－６９５４－１５１５（柳下携帯） 

１０ 組み合わせ 

☆ 予選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 順位決定トーナメント 

 

１位～４位決定トーナメント   ５位～８位決定トーナメント  ９位・１０位決定トーナメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１日目＞９月２８日（金）              監督・役員会議 ７：３０ 

試合順 時  間 上コート＜事務所側＞ 下コート 

１ ８：００～ 多賀 ― 日高 日立一 ― 台原 

２ ９：００～ 大久保 ― 坂・河 豊浦 ― 十王 

３ １０：００～ 泉丘 ― 平・キリ 久慈 ― 滑川 

４ １１：００～ 助川 ― 日高 駒王 ― 台原 

５ １２：００～ 上２勝 ― 下２勝 上２負 ― 下２負 

６ １３：００～ 上３勝 ― 下３勝 上３負 ― 下３負 
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Aトーナメント
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Cリーグ 多賀 助川 日高

多賀 上7 上1
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日立一 下7 下1
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下13

上11
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７ １４：００～ 多賀 ― 助川 日立一 ― 駒王 

 

＜２日目＞９月２９日（土）   監督・役員会議 ８：００  閉会式 １４：１５ 

試合順 時  間 上コート＜事務所側＞ 下コート 

８ ９：００～ D２ ― A２ B２ ― C2 

９ １０：００～ A１ ＜準決勝＞ D１ C１ ＜準決勝＞ B１ 

１０ １１：００～ A３ ― D３ C３ ― B３ 

１１ １２：００～ 上８勝 〈5・6 位決定戦〉 下８勝 上８負 〈7・8 位決定戦〉 下８負 

１２ １３：００～    上 10 勝 〈9・10 位決定戦〉 下 10 勝 

１３ １４：００～ 上９勝 〈決勝〉 下９勝 上９負 〈３位決定戦〉 下９負 

 


