
平成 25 年度 東村山市中学校スポーツ大会 

サッカー競技実施要項 
 

１．日 程  平成 25 年 8 月 31 日(土)，9 月 1 日(日)，8 日(日) ※雨天(9 月 15 日) 

２．試合会場 第一中学校、第四中学校 

３．試合形式 参加校 10 校を２ブロックに分けてのリーグ戦、各会場の順位に基づいて

三日目に順位決定戦を行う。 

４．競技規則 試合時間 50 分（25 分ハーフ，ハーフタイム 5 分，延長なし） 

  予選リーグ戦の勝ち点は「勝ち 3 引き分け 1 負け 0」とする。 

  順位の決定は、「勝ち点→得失点差→総得点→直接対決→ｺｲﾝﾄｽまたは PK」で行う。 

順位決定戦において引き分けのときは延長戦なしでＰＫ合戦とする。 

  メンバーチェックは行わないが、試合開始 10 分前に服装・用具等のチェックは行う。 

  試合中の飲水時間、退場者等については、審判を含め顧問で協議し対応を決定する。 

  その他、交代を含め試合のルールは中体連の大会に準じて行う。 

  クラブチームからの移籍者については、大会当日までに移籍確認書を本部に提出する。 
 

５．組み合わせ 

8 月 31 日（土）予選リーグ 1 日目  ※審判の担当は主審、副審ともに出してください。 

一中会場（A ﾘｰｸﾞ）    四中会場（B ﾘｰｸﾞ） 

時間 対戦 審判  時間 対戦 審判 

9:00 明法 vs 二中 三中  9:00 六中 vs 五中 明学 

10:00 七中 vs 一中 二中  10:00 明学 vs 四中 六中 
 Ｂチーム    Ｂチーム  

12:00 三中 vs 明法 一中  12:00 萩山 vs 六中 四中 

13:00 二中 vs 七中 明法  13:00 五中 vs 明学 六中 
 Ｂチーム    Ｂチーム  

15:00 一中 vs 三中 二中  15:00 四中 vs 萩山 五中 

9 月 1 日（日）予選リーグ 2 日目 

一中会場（A ﾘｰｸﾞ）    四中会場（B ﾘｰｸﾞ） 

 

9 月 8 日（日） 四中 会場        一中 会場 

※会場は 31，1 日の結果に基づいて協議の上、一中と四中に割り当てる。 

時間 対戦 審判  時間 対戦 審判 

9:00 三中 vs 二中 一中  9:00 六中 vs 明学 四中 

10:00 一中 vs 明法 二中  10:00 五中 vs 四中 明学 
 Ｂチーム    Ｂチーム  

12:00 七中 vs 三中 明法  12:00 明学 vs 萩山 六中 

13:00 二中 vs 一中 三中  13:00 四中 vs 六中 五中 
 Ｂチーム    Ｂチーム  

15:00 明法 vs 七中 一中  15:00 萩山 vs 五中 四中 

時間 対戦 審判  時間 対戦 審判 

①9:00 三中 vs 四中 六中  ①9:00 一中 vs 明学 明法 

②10:00 七中 vs 六中 四中  ②10:00 二中 vs 萩山 一中 

③11:00 B チーム   ③11:00 明法 vs 五中 二中 
 Ｂチーム    B チーム  

⑤13:00 ①負 vs②負(3 決) 相談  ⑤13:00 ①負 vs②負(7 決) 五中 

⑥14:00 ①勝 vs②勝(決勝) 相談  ⑥14:00 ①勝 vs②勝(5 決) 相談 



対戦表：予選リーグ 8／31(土)，9／1(日) 
A リーグ 

B リーグ 

 

対戦表：順位決定トーナメント 9／8(日) 
      優勝           5 位 

 

          ⑥                  ⑥ 

 

   ①         ②        ②          ① 

 Ａ1 位  Ｂ2 位  Ａ2 位  Ｂ1 位  Ａ3 位  Ｂ4 位    Ａ4 位  Ｂ3 位 

 ( 三中 )( 四中 )( 七中 )( 六中 )( 二中 )( 萩山 )  ( 一中 )( 明学 ) 

       ⑤                   ⑤ 

            9 位 

      3 位            7 位 

             ③ 

               Ａ5 位  Ｂ5 位 

              ( 明法 ) ( 五中 ) 

 

 

優勝      （優勝ｶｯﾌﾟ、賞状、金ﾒﾀﾞﾙ 20、優秀選手 3 名の賞状とﾒﾀﾞﾙ） 

2 位       （賞状、銀ﾒﾀﾞﾙ 20、優秀選手 2 名の賞状とﾒﾀﾞﾙ） 

3 位       （賞状、優秀選手 2 名の賞状とﾒﾀﾞﾙ） 

4 位       （賞状、優秀選手 1 名の賞状とﾒﾀﾞﾙ） 

5 位       （優秀選手 1 名の賞状とﾒﾀﾞﾙ） 

6 位 

7 位 

8 位 

9 位 

10 位 

※4 位までが 11 支部新人大会のシードになります。 

 一中 二中 三中 七中 明法 勝点 得失 順位 

一中  ０-２ ０-８ ０-１ ２-１ ３ -10 ４位 

二中 ２-０  １-２ ０-０ ４-０ ７ +５ ３位 

三中 ８-０ ２-１  ０-０ ３-１ 10 +11 １位 

七中 １-０ ０-０ ０-０  ５-２ ８ +４ ２位 

明法 １-２ ０-４ １-３ ２-５  ０ -10 ５位 

 四中 五中 六中 明学 萩山 勝点 得失 順位 

四中  10-０ ０-３ ５-０ 12-０ ９ +24 ２位 

五中 ０-10  ０-24 ０-７ ２-５ ０ -44 ５位 

六中 ３-０ 24-０  １-０ ８-０ 12 +36 １位 

明学 ０-５ ７-０ ０-１  ０-０ ４ +１ ３位 

萩山 ０-12 ５-２ ０-８ ０-０  ４ -17 ４位 


