
第２３回長野市長杯・長野中央ライオンズクラブ杯中学生サッカー大会要項(案) 
 

１ 主 催   長野市サッカー協会 

２ 共 催   長野中央ライオンズクラブ 

３ 後 援   長野市 長野市教育委員会 長野市体育協会 信濃毎日新聞社  長野市民新聞社 

        SBC 信越放送 NBS 長野放送 TSB テレビ信州  

４ 主 管   長野市サッカー協会第３種委員会 

５ 期 日   平成２６年７月１２日（土） …予選大会（リーグ戦） 

             ７月２１日（月） …開会式、決勝大会１，２回戦 

                          ９月 ７日（日） …準決勝、三決、決勝、閉会式、表彰式 

６ 会 場   予選リーグ：長野市内中学校校庭（篠ノ井西中、犀陵中、豊野中、東北中、裾花中） 

                開会式、決勝大会１，２回戦  (主会場豊野中、犀陵中) 

                決勝大会準決勝、三決、決勝、閉会式：千曲川リバーフロント 

７ 競技方法   

 ＜予選大会（リーグ戦）＞  

  参加１８チームが、６つグループに分かれてのリーグ戦（２０分ハーフ）にて順位を決定する。 

    各リーグ上位１チームに決勝大会への出場権を与える。 

 ＜決勝トーナメント＞ 

  １６チーム(１０チームはシード)が、トーナメント戦にて順位を決定し、ベストイレブン・MVP の選考も行う。 

 

８ 大会役員 

      大会長  堀江 三定（長野市サッカー協会長） 

      副大会長 吉野 荘英（長野中央ライオンズクラブ会長） 

      事務局  金守 秀夫（  同 ＹＣＥ委員長） 有賀 良和（ 同  幹事） 

                藤澤 勝彦（市協会第３種委員長）  岡崎 剛（同 ３種副委員長） 

９ 競技役員 

   競技委員長  藤澤勝彦      副競技委員長   岡崎 剛 

     競技委員   徳竹秀彦、 原 大助(ベストイレブン選考委員)、 中澤真明、 北澤貞明、 田中幸紀 

      審判長        中澤真明   副審判長  竹内孝幸 

     審判員    参加チーム帯同審判員  協会より依頼した審判員     
     会場係（コート主任）   

        予選大会：(篠ノ井西中)大塚正文、(犀陵中)岡崎 剛、(豊野中)倉島宏和、(東北中)林 健太郎、(裾花中)中澤真明 

    決勝大会：(豊野中)倉島宏和、(犀陵中)岡崎 剛、(千曲川リバーフロント)北澤貞明、田中幸紀 

      庶 務    藤澤勝彦（運営全般、渉外） 岡崎剛（記録、会計） 

   補助員    予選リーグ：審判割り当てのチームにて試合ごと記録員を出す。 

          決勝トーナメント：審判割り当てのチームにて試合ごと記録員を出す。 

１０ 競技規則   

  (1) ２０１４年度日本サッカー協会競技規則及び本大会の申し合わせ事項による。 

      ※申し合わせ事項は長野市サッカー協会第３種委員会にて審議の上決定する。 

  (2) チーム編成は監督１名、コーチ１名、選手１８名、マネージャー１名の計２１名で行う。 

  ※予選は試合ごとの選手変更を認める。決勝大会は予め登録した 18 選手のみ。（ただし、登録変更する場合は、 

  試合当日の監督会議の時に変更したオーダー用紙を相手チームと本部に提出） 

  (3) 試合時間は、次の通りとする。 

    ①予選大会（リーグ戦）は４０分(２０分ハーフ、ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙは５分)とする。規定の時間内で勝敗が決まらない場 

  合は、即３人ずつの PK 戦を行う。 

    ②決勝トーナメントは５０分（２５分ハーフ）とする。インターバルは７分。規定の時間内で勝敗が決定しな 

  い場合、５人ずつの PK 戦を行い勝敗を決定する。 



  (4) 警告の回数が累積２回になった者は次の試合に出場できない。また、退場させられた者については次の１試 

    合に出場できない。退場になった選手の１試合出場停止後の試合への出場については大会本部にて協議する。

（予 

    選大会の警告は決勝大会に持ち越します） 

  (5) 選手の交替は登録選手より、主審の許可を得て７名までの自由な交替とする。 

 

１１ 順位決定方法 

  (1) 予選大会リーグ戦の順位は、①勝ち点を基準とする。（勝ち点は、勝ち３点、PK 勝ち２点、PK 負け１点、

負け０点）勝ち点が並んだ場合は②当該チームの勝敗③得失点差④総得点、の順で決定する。それでも決勝大  

 会出場チームが決定しない場合は、当該チーム同士で３人ずつのＰＫ戦を行う。 

 

１２ 競技運営上の留意事項 

  (1) 各チーム競技規則通り異色のユニフォームを２着用意する。（胸番もついていること） 

  (2) 天候によっては、主審の判断で飲水タイムを取る。選手はピッチより出ることなく、飲水をする習慣をつけ 

  る。 

  (3) 大会中の傷病についての処置は各チームに任せるので、参加にあたっては、各チームとも保護者の同意を得 

  た者のみの参加とし、選手はスポーツ傷害保険に加入して臨むこと。（学校安全会適用を学校に依頼するなど 

  の配慮は各校に任せる） 

  (4) 審判は、予選大会：各チームに割り当て 決勝大会：進出チームの帯同及び委嘱された審判員。予選大会と 

  決勝大会１，２回戦の副審においては、ユース審判員も認めます。※記録員は主審のチームより２名出す。 

  (5) ベンチは組み合わせの左側のチームが本部からピッチに向かって左側とする。トーナメントにおいても表の 

  左側のチームがピッチに向かって左側とする。（予選大会では、ベンチにテントを用意できないこともありま 

  す。各自、熱中症対策を施すようにしてください） 

  (6) メンバー表の扱いについて…メンバー表は大会専用のものを使用して下さい。 

    ① 予選大会は、試合毎オーダーを入れ替えて結構です。前の試合のハーフタイムまでに相手チームと本部に 

   １部ずつ提出してください。 

    ② 決勝大会参加チームは、プログラム作成の関係上、選手メンバー表を別紙様式にてファイルに入れ、７月 

   １５日（火）１７：００までにＥメールにて事務局宛 nagano_fa3@yahoo.co.jpに送付すること。 

        試合当日選手変更のある場合は、監督会議の時に変更したオーダーを提出する。メンバー表は前の試合の 

   ハーフタイムまでに相手チーム１部、本部に１部提出してください。 

  (7) 試合球は主催者で用意する。（参加賞として授与するので、予選大会及び決勝大会で敗退が決定したチーム

は本部と打ち合わせ、受け取ること） 

  (8) 会場使用の注意を守り、ゴミ等は絶対に残して行かないこと。（控え場所は他チームと共用） 

  (9) 開会式は２１日に、決勝大会会場（豊野中）で行う。豊野中会場に参加の各チームは、ユニフォームで参加 

  すること。 

  (10) 監督会議は、予選大会は８：００、決勝大会１，２回戦は７：３０より行う。なお、準決勝、三決・決勝は 

  共に８：００より行う。 

  (11) 大会参加料は、4,000 円とする。 

       振込を済ませていないチームは、予選大会(シードチームは決勝大会)朝の監督会議の際に、必ず会場主任に 

   納入ください。 

 

１３ 表彰について 

  (1) 本大会の１位のチームに賞状並びに長野市長杯、長野中央ライオンズクラブ杯、及び各選手に金メダルを授 

  与する。２位のチームには賞状並びに準優勝杯と各選手に銀メダル、３位には賞状並びに各選手に銅メダル、 

  ４位チームには賞状のみが授与されます。 

  (2) 優秀選手を１１名選出し、ベストイレブンとＭＶＰとしてメダルを授与する。（選考は競技役員にて） 

  (3) 参加全チームには、協賛の長野中央ライオンズクラブ様より、参加賞として大会で使用したボールが１個ず 

  つ贈呈されます。 

mailto:nagano_fa3@yahoo.co.jp


１４ 組み合わせ及び日程 

 (1) 【予選大会】７月１２日(土) 

  ＜豊野中会場＞   ＜裾花中会場＞      ＜犀陵中会場＞  

        東部中 

 

      ①  あ   ⑤ 

 

 櫻ヶ岡中 ③ 信濃中 

      広徳中 

 

     ①  い   ⑤ 

 

昭和FC   ③  中野平中 

        相森中                  ガーフ 

                                        
     ①   う   ⑤          ②    え    ⑥ 

                          
 三陽中  ③  松代中   小布施中  ④   犀陵中 

  ＜東北中会場＞    ＜篠ノ井西中会場＞   

第①試合  ９：００～ 

第②試合１０：００～ 

第③試合１１：００～ 

第④試合１３：００～ 

第⑤試合１４：００～ 

第⑥試合１５：００～ 

 

 

 時間の空いている場

所でＢ戦を行うことが

可能です。 

  豊野中、裾花中、東北

中を優先して行ってく

ださい。 

 

       更北中 

 

      ①  お   ⑤ 

 

 芹田JY ③  川中島中 

 

 

      篠ノ井西中 

 

     ①   か   ⑤ 

 

篠ノ井東中 ③  柳町中 

 

 

 (2) 決勝大会組み合わせと日程 

  ＜千曲川リバーフロント＞  

   
 

                14:30～ 

 

   ３位決定 13:00～ 

 

  9月 7日(日)         9:00～      10:20～  

      

7月 21日

(月) 

         ⑤ 

 

 

 

      ⑥ 

 

 

 

    ⑥ 

 

 

 

    ⑤ 

 

 

 

 

 

  ① 

 

 

 

  ② 

 

 

 

  ③ 

 

 

 

 ④ 

 

 

 

  ④ 

 

 

 

 ③ 

 

 

 

  ② 

 

 

 

   ① 

 

 

 

 ヴィエント     あ１位      い１位     豊野中戸上中    附属中 う１位  エスペランサ東北中     え１位 お１位   裾花中 墨坂中        リベルタス   か１位              南長野 

 

        ＜豊野中＞         ＜豊野中＞       ＜東北中＞          ＜東北中＞ 

 【７月２１日（月）】 決勝大会      ○会場準備 ７：００～                  
  ○開 会 式  ８：１５～ ８：３０ 

  ○第①試合  ９：１０～   第②試合 １０：２０～      第③試合 １１：４０～ 

   第④試合 １２：５０～   第⑤試合 １４：１０～   第⑥試合 １５：２０～ 

 

１５，開会式、閉会式について   ※予選大会では開閉会式は行わず、監督会議のみとする。 

＜開会式＞ ７月２１日（月）８：１５～８：３０ 

                 進行 藤澤 

 １，開式の言葉    （倉島） 

 ２，優勝杯返還、レプリカ授与 

    第22回優勝チーム  裾花ＦＣＪＹｳﾞｨｴﾝﾄ 

   ・長野市長杯 （受け 長野市サッカー協会長） 

   ・長野中央ライオンズクラブ杯 

          （受け 長野中央ライオンズクラブ会長様） 

 ３，主催者挨拶     （長野市サッカー協会長） 

 ４，来賓祝辞    （長野中央ライオンズクラブ会長様） 

 ５，選手宣誓    （選手代表…豊野中学校） 

 ６，競技上の注意   （北澤） 

 ７，会場使用上の注意 （赤堀） 

 ８，閉式の言葉    （倉島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜閉会式＞９月７日（日） １５：４５～１６：３０ 

             進行 藤澤 

 １，開式の言葉    （岡崎） 

 ２，結果発表     （中澤審判長） 

 ３，ベストイレブン発表（原） 

 ４，表彰       （長野市サッカー協会長） 

                       （長野中央ライオンズクラブ会長様） 

 ５，講評              （長野中央ライオンズクラブ会長様） 

 ６，主催者より御礼の挨拶 

                       （長野市サッカー協会長） 

 ７，閉式の言葉    （岡崎） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
  

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ


