
平成26年度　　秋季渋谷区民大会

第3種（中学生）サッカー大会

　　大会スローガン：

大会実施プログラム

　　大会スローガン：

「東日本大震災復興支援・とどけようスポーツの力を東北へ！」

主　催 渋谷区体育協会主　催 渋谷区体育協会

渋谷区サッカー協会

共　催 渋谷区教育委員会

会　場 渋谷区スポーツセンター



主催　　渋谷区体育協会

　　　　渋谷区サッカー協会

共催　　渋谷区教育委員会

協力　　渋谷区中体連部活動サッカー外部指導員

平成26年12月28日(日)・

平成27年1月4日(日)・12日(月)・31日(土)・2月7日(土)・11日(水)・28日(土)・3月14日(土)

渋谷区二子玉川グランド

渋谷区立代々木中学校グランド

中学3年生以下のスポーツ保険加盟の選手であること。

・1チーム11人制試合方式とする。

・総当リーグ戦（8チーム×1グループ）を行う。

・順位は勝率、得失点差、総得点、相互の試合結果、抽選の順で決定する。

・試合時間は、25分ハーフ（ハーフタイム5分）とする。　

・1試合の登録人数及び交代人数は無制限とし、同一試合の交代選手の再出場を認める。

・9人で試合成立。 ※9人未満は没収試合（0－10）とします。

1.　日　 　時

2.　会　　 場

平成26年度　秋季渋谷区民大会　3種サッカー大会　要項　

3.　参加資格　　 　

4.　競技方式

5.　競技規則

選手たちに必ずゴミを持ち帰らせて下さい。
大会参加チームの中で、選手が荷物を置いている場所に、ゴミを放置したまま

帰ってしまうチームがとても目立ちます。各チーム責任者は、帰る際に必ず

ゴミ･忘れ物などの確認をし、必ず選手たちに処理させるようご指導下さい。

選手たちに必ずゴミを持ち帰らせて下さい。
大会参加チームの中で、選手が荷物を置いている場所に、ゴミを放置したまま

帰ってしまうチームがとても目立ちます。各チーム責任者は、帰る際に必ず

ゴミ･忘れ物などの確認をし、必ず選手たちに処理させるようご指導下さい。

・他は、日本サッカー協会2014年競技規則に準じる。

・メンバー表の提出は一大会一枚とし、自チーム大会第一試合目開始20分前までに提出する。

　※登録選手の追加は各試合メンバーチェック（試合開始10分前）であれば随時行うことができる。

・メンバーチェックは試合開始10分前にスターティングメンバーのみ本部前に集合して行う。

　※名前・すねあてのチェックを行う。

・本大会において警告を2回受けた選手及び退場を命じられた選手は、次試合に出場できない。

・参加チームによる審判・本部運営とする。日程表を確認の上、審判担当員・本部役員を準備する。

　※主審・本部は各チーム原則成人（審判資格を有する選手可）が担当し、副審は選手でも可とする。

　※主審は審判服を着用する。

・大会各日会場準備当番のチームは、会場の準備を行う。

・大会各日会場撤収当番のチームは、大会終了後会場の片付けを行う。

　※審判・本部の欠席、審判服未着用のチームの試合は没収試合（0－10）とします。

10,000円　（1チーム）

8.　緊急時の対応 ・怪我等が発生した場合、可能な範囲の応急処置と緊急搬出手続きを行ないます。

・スポーツ保険の加入については各チームの責任でお願いします。

・無断試合棄権をした場合は、来年度の大会参加はできません。

・館内にはスパイクで立ち入らないで下さい。

・雨天中止

　※雷が鳴った場合、本部及び主審の判断で試合を中断します。

　（再開後の試合は大会本戦を優先し、場合によってはフレンドリーマッチは中止とします。）

・開会式は行わず、閉会式（表彰式）のみ全日程終了後大会本部前にて行います。

　※閉会式は1～3位のチームのみが参加する。

渋谷区サッカー協会第3種担当　　斉藤茂之　　090-2909-898111.　問い合わせ

10.　そ　の　他

7.　参　加　費

9.　注意事項

6.　大会運営



□主催：渋谷区体育協会 □主催：渋谷区サッカー協会 □共催：渋谷区教育委員会
□会場：渋谷区スポーツセンター □協力：渋谷区中体連サッカー部外部指導員

平成26年度 秋季渋谷区民大会 3種サッカー大会 日程表　 

総当リーグ戦
参加チーム＝8チーム　［8チーム×1グループ］

総当リーグ戦 高輪中

青山学院A

青山学院B

渋谷教育学園

代々木中

原宿外苑中

原宿外苑中 代々木中 渋谷教育学園 FCトリプレッタ青山学院A 青山学院B FC渋谷

総当リーグ戦

･会場準備=FC渋谷 ･会場撤収=原宿外苑中 ･会場準備=トリプレッタ ･会場撤収=原宿外苑中

12月28日(日) 第一日目 at二子玉川グランド 1月4日(日) 第二日目 at二子玉川グランド

FCトリプレッタ

FC渋谷
高輪中

青山学院B

9:00～17:009:00～17:00

No. 組 本部 審判 No. 組 本部 審判

1 L vs 相互 相互 3 L vs 相互 相互

2 L vs 相互 相互 4 L vs 相互 相互

F － vs － 相互 F － vs － 相互 2

2 F － vs － 相互 4

○原外･FC渋 ○原外･トリプ

1月12日(月) 第三日目 at二子玉川グランド 1月31日(土) 第四日目 at代々木中グランド

原宿外苑中

FC渋谷

14:00

11:00 原宿外苑中

13:00 原宿外苑中 トリプレッタ

時間 対戦チーム対戦チーム時間

FC渋谷

原宿外苑中

原宿外苑中

10:00

11:00

12:00

FC渋谷原宿外苑中

12:00 原宿外苑中 トリプレッタ

トリプレッタ

トリプレッタ

･会場準備=原宿外苑中 ･会場撤収=高輪中 ･会場準備=代々木中 ･会場撤収=原宿外苑中

No. 組 本部 審判 No. 組 本部 審判

5 L vs 相互 相互 11 L vs 相互 相互

6 L vs 相互 相互 12 L vs 代々木 代々木

7 L vs 相互 相互 13 L vs F渋 F渋

8 L vs 相互 相互 14 L vs 青学 青学

9 L vs 相互 相互 6 15 L vs 渋教 渋教 5

10 L vs 相互 相互 10 15

1月12日(月) 第三日目 at二子玉川グランド 1月31日(土) 第四日目 at代々木中グランド

13:00

12:00

高輪中

原宿外苑中 高輪中
14:00

青山学院B

15:00

11:00

時間

9:00～17:00

対戦チーム

青山学院B 原宿外苑中

10:00 青山学院A 原宿外苑中

青山学院A

青山学院A

渋谷教育学園16:00 原宿外苑中

対戦チーム

14:00 FC渋谷 青山学院B

13:00～18:00

13:00 FC渋谷 代々木中

時間

15:00

高輪中 17:00 原宿外苑中原宿外苑中

代々木中青山学院A 高輪中

10 L vs 相互 相互 10 15

○原外･青学･高輪 ○原外･代々木･青学･渋教･トリプ･FC渋･高輪

･会場準備=原宿外苑中 ･会場撤収=代々木中 ･会場準備=青山学院 ･会場撤収=原宿外苑中

No. 組 本部 審判 No. 組 本部 審判

16 L vs トリプ トリプ 21 L vs 渋教 渋教

17 L vs 原外 原外 22 L vs 高輪 高輪渋谷教育学園

2月7日(土) 第五日目 at代々木中グランド

原宿外苑中 高輪中15:00

2月11日(水) 第六日目 at二子玉川グランド

9:00～17:00

時間 対戦チーム

10:00 青山学院B 高輪中

11:00 青山学院A

13:00～18:00

時間 対戦チーム

13:00 代々木中 原宿外苑中

14:00 トリプレッタ 原宿外苑中17 L vs 原外 原外 22 L vs 高輪 高輪

18 L vs 高輪 高輪 23 L vs 青学 青学

19 L vs 代々木 代々木 24 L vs 原外 原外

20 L vs 渋教 渋教 5 25 L vs トリプ トリプ 6

20 26 L vs F渋 F渋 26

○原外･代々木･青学･渋教･トリプ･FC渋･高輪 ○原外･青学･渋教･トリプ･FC渋･高輪

3月14日(土) 第八日目 at代々木中グランド

14:00 高輪中 原宿外苑中
15:00 FC渋谷 原宿外苑中

渋谷教育学園

12:00 トリプレッタ 高輪中

13:00 トリプレッタ FC渋谷

17:00 代々木中 高輪中

15:00 トリプレッタ 代々木中

16:00

11:00 青山学院A

2月28日(土) 第七日目 at代々木中グランド

14:00 トリプレッタ 原宿外苑中

高輪中渋谷教育学園

･会場準備=代々木中 ･会場撤収=FC渋谷 ･会場準備=代々木中 ･会場撤収=トリプレッタ

No. 組 本部 審判 No. 組 本部 審判

27 L vs 相互 相互 32 L vs 相互 相互

28 L vs 代々木 代々木 33 L vs 代々木 代々木

29 L vs 原外 原外 34 L vs 原外 原外

30 L vs F渋 F渋 35 L vs トリプ トリプ

31 L vs 相互 相互 5 36 L vs 相互 相互 5

31 36

16:00 青山学院B 代々木中

17:00 トリプレッタ 渋谷教育学園

代々木中

14:00 青山学院B 原宿外苑中

15:00 青山学院A トリプレッタ

13:00～18:00

時間 対戦チーム

13:00 青山学院A

16:00 原宿外苑中 代々木中

17:00 原宿外苑中 FC渋谷

14:00 FC渋谷 原宿外苑中

15:00 FC渋谷 代々木中

13:00～18:00

時間 対戦チーム

13:00 代々木中 渋谷教育学園

○原外･代々木･渋教･FC渋 ○原外･代々木･青学･渋教･トリプ･FC渋



備考副審試合区分 終了 主審時間

大会日：第3日目
試合時間：25分-5分-25分 時間：9:00～17:00

｝

大会名：秋季渋谷区民大会 3種(中学生)

対戦チーム 本部

退場：

日付：平成27年1月12日(月)
場所：二子玉川サッカーグラウンド
試合順 開始

2 総当L 11:55 警告：
退場：

原宿外苑中 ｛

試合順 時間

第2試合目 11:00

10:55 警告：
退場：

原宿外苑中
1 総当L

10:00 ｝ FC渋谷｛

時間：9:00～17:00
日付：平成26年12月28日(日) 大会日：第１日目大会名：秋季渋谷区民大会 3種(中学生)

場所：二子玉川サッカーグラウンド 試合時間：25分-5分-25分

第1試合目 11:00 原宿外苑中
終了試合区分

開始
終了試合区分 対戦チーム

第1試合目

3 総当L 11:55 退場：
警告：

警告： 相互 トリプ退場：

第4試合目 14:00 原宿外苑中 ｛F フレンドリー 14:55 警告：

本部
主審 副審

相互 原外

相互 FC渋

備考

退場：
警告：

｝ FC渋谷
準備

警告： 相互 FC渋退場：

相互 原外

備考主審
本部 副審

大会日：第2日目
場所：二子玉川サッカーグラウンド 試合時間：25分-5分-25分 時間：9:00～17:00

大会名：秋季渋谷区民大会 3種(中学生)

試合順 開始 時間 対戦チーム

日付：平成27年1月4日(日)

原外

相互 トリプ｝ トリプレッタ

退場：準備
｛ 警告：

相互

第2試合目 12:00 原宿外苑中 ｛4 総当L 12:55 退場：

トリプレッタ 相互 原外
警告： 警告： 相互 トリプ｝

退場：

第3試合目 13:00 原宿外苑中 ｛F フレンドリー 13:55 警告： 相互 トリプ

トリプレッタ｝
－

撤収

退場： 退場：

原外
警告：

撤収F フレンドリー 12:55 ｝原宿外苑中 ｛警告：
退場： 退場：

原外第3試合目 12:00 FC渋谷
警告： 相互 FC渋

－

トリプレッタ － 原外

第5試合目 17:00 原宿外苑中 ｛15 総当L
渋谷教育学園 渋教
渋谷教育学園警告： 渋教

青学

青学
警告：14 総当L 16:55 警告：

警告：

16:00 原宿外苑中

FC渋谷

｝
退場：

FC渋
警告： FC渋谷

代々木中 代々木

第3試合目 15:00 代々木中 ｛ ｝ 青山学院A
12 総当L 14:55 警告：

対戦チーム

14:00 FC渋谷 ｛

代々木中

副審 備考主審
本部

相互 FC渋

11 13:55 警告： 警告：

第1試合目 13:00 FC渋谷
総当L

大会日：第4日目
場所：渋谷区立代々木中学校グラウンド 試合時間：25分-5分-25分 時間：13:00～18:00

日付：平成27年1月31日(土) 大会名：秋季渋谷区民大会 3種(中学生)

第6試合目 15:00 原宿外苑中 ｛10

｝
退場：

｛

青山学院A
17:55 警告： ｝

退場：
｛ 青山学院

渋谷教育学園 青山学院第4試合目

FC渋退場：退場：13 総当L 15:55

退場：
｝ 青山学院B

警告：
退場：

第2試合目

代々木
準備 退場：

代々木中 代々木

相互

｝ 高輪中

試合区分 終了
試合順 開始 時間

警告： 相互 高輪退場：総当L 15:55 警告：
相互 原外

退場： 撤収

高輪退場： 退場：

相互 原外
｝ 高輪中

警告： 相互

第5試合目 14:00 原宿外苑中 ｛9 総当L 14:55 警告：

相互 高輪

第4試合目 13:00 青山学院B ｛8 総当L

警告：

高輪中 相互 青学

13:55 退場：
警告：

高輪中
警告：

相互 青学

相互 高輪退場：

｝
退場：

｝第3試合目 12:00 青山学院A ｛7 総当L

警告： 原外

相互

退場：

12:55 退場：
警告：

11:00 青山学院B
総当L 11:55 警告：

退場：

青学
｛

青学

5 総当L 10:55

第2試合目

警告：

相互

試合区分

原外準備 退場：退場：

6

終了 主審

｝ 相互

｝ 原宿外苑中

原宿外苑中 相互
警告：｛第1試合目 10:00 青山学院A

退場：
｛15 総当L 退場： 渋谷教育学園警告： 渋教17:55 警告：

撤収
｝



第1試合目 10:00 青山学院B

退場： 退場：
｛ ｝

試合順 開始 時間

16 総当L 13:55 トリプレッタ トリプ
退場：

副審

第1試合目 13:00 代々木中 ｛警告：

トリプ

警告：

原宿外苑中 トリプレッタ

準備
｝

時間：13:00～18:00
本部 備考試合区分 終了 主審

日付：平成27年2月7日(土) 大会名：秋季渋谷区民大会 3種(中学生) 大会日：第5日目
場所：渋谷区立代々木中学校グラウンド 試合時間：25分-5分-25分

17 総当L 14:55 警告：

試合順 開始 時間 対戦チーム

退場：

原外

原外

第2試合目 14:00 トリプレッタ ｛ 警告： 原宿外苑中｝ 原宿外苑中 原宿外苑中

退場： 退場：

第3試合目 15:00 トリプレッタ ｛ ｝ 代々木中 高輪中 高輪
警告：18 総当L 15:55 警告：

19 総当L 16:55 警告：

高輪中 高輪退場： 退場：

代々木

代々木

第4試合目 16:00 渋谷教育学園 ｛ 警告： 代々木中｝ 高輪中 代々木中

退場： 退場：

第5試合目 17:00 代々木中 ｛
渋谷教育学園 渋教

警告： 渋谷教育学園 渋教17:55 警告：
退場： 撤収 退場：

｝ 高輪中

日付：平成27年2月11日(水) 大会名：秋季渋谷区民大会 3種(中学生) 大会日：第6日目

20 総当L

場所：二子玉川サッカーグラウンド 試合時間：25分-5分-25分 時間：9:00～17:00

対戦チーム 本部 副審 備考試合区分 終了 主審
高輪中 渋谷教育学園

警告：
渋谷教育学園

渋教

21 総当L 10:55 警告： 渋教準備

第2試合目 11:00 青山学院A ｛ ｝ 渋谷教育学園 高輪中 高輪
警告： 高輪中22 総当L 11:55 警告： 高輪退場： 退場：

第3試合目 12:00 トリプレッタ ｛ ｝ 高輪中 青山学院 青学
警告： 青山学院 青学23 総当L 12:55 警告：

退場： 退場：

第4試合目 13:00 トリプレッタ ｛ ｝ FC渋谷 原宿外苑中 原外
警告： 原宿外苑中24 総当L 13:55 警告： 原外退場： 退場：24 総当L 原外退場： 退場：

第5試合目 14:00 高輪中 ｛ ｝ 原宿外苑中 トリプレッタ トリプ

警告：
トリプレッタ トリプ25 総当L 14:55 警告：

退場： 退場：

第6試合目 15:00 FC渋谷 ｛ ｝ 原宿外苑中 FC渋谷 FC渋
警告： FC渋谷26 総当L 15:55 警告： FC渋退場： 撤収 退場：

日付：平成27年2月28日(土) 大会名：秋季渋谷区民大会 3種(中学生) 大会日：第7日目
場所：渋谷区立代々木中学校グラウンド 試合時間：25分-5分-25分 時間：13:00～18:00
試合順 開始 時間 対戦チーム 本部 副審 備考試合区分 終了 主審

第1試合目 13:00 代々木中 ｛ 警告：
退場：27 総当L 13:55 警告：

28 総当L 14:55 警告：

相互 渋教退場： 準備
｝ 渋谷教育学園 相互 代々木

代々木

代々木

第2試合目 14:00 FC渋谷 ｛ 代々木中｝ 原宿外苑中 代々木中
警告：

退場： 退場：

第3試合目 15:00 FC渋谷 ｛ ｝ 代々木中 原宿外苑中 原外
警告：29 総当L 15:55 警告：

30 総当L 16:55 警告：

原宿外苑中 原外退場： 退場：

FC渋

FC渋

第4試合目 16:00 原宿外苑中 ｛ 警告： FC渋谷｝ 代々木中 FC渋谷

退場： 退場：

第5試合目 17:00 原宿外苑中 ｛ 相互 原外
警告： 相互 FC渋17:55 警告：

退場： 撤収 退場：
｝ FC渋谷

日付：平成27年3月14日(土) 大会名：秋季渋谷区民大会 3種(中学生) 大会日：第8日目

31 総当L

場所：渋谷区立代々木中学校グラウンド 試合時間：25分-5分-25分 時間：13:00～18:00
試合順 開始 時間 対戦チーム 本部 副審 備考試合区分 終了 主審

第1試合目 13:00 青山学院A ｛
相互 青学

警告：
退場：

｝32 総当L 13:55 警告：

代々木中

33 総当L 14:55 警告：

相互

警告：

代々木
退場： 準備

代々木

代々木

第2試合目 14:00 青山学院B ｛ 代々木中｝ 原宿外苑中 代々木中

退場： 退場：33 総当L 退場： 退場：

第3試合目 15:00 青山学院A ｛34 総当L 15:55 警告：

原宿外苑中 原外
警告：

35 総当L 16:55 警告：
退場：

原宿外苑中 原外退場： 退場：
｝ トリプレッタ

トリプ

トリプ

第4試合目 16:00 青山学院B ｛ 警告：
トリプレッタ｝ 代々木中 トリプレッタ

退場：



青山学院B

0 0 0 0

FC渋谷 高輪中青山学院B

0 0

総当リーグ

原宿外苑中

代々木中

渋谷教育学園

青山学院A

青山学院A原宿外苑中 代々木中 渋谷教育学園

FC渋谷

勝率 0 0 0 0 0 0

高輪中

0
勝ち 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0
負け 0 0 0
分け 0 0 0

第5試合目 17:00 トリプレッタ ｛36 総当L 17:55 警告：
相互 トリプ

警告：｝ 渋谷教育学園
相互 渋教退場： 撤収 退場：

　　　【順位決定方法】
　　　勝率・得失点差・総得点・相互の試合結果秋季渋谷区民大会 3種(中学生) 総当リーグ 戦績表

FCトリプレッタ

FCトリプレッタ

0
0
0

第4位

第6位

第7位第3位

第8位

第5位優　勝

準優勝

0 0

0 0

0 0
0

0
0 0

0
0

負け 0 0 0
得点 0 0 0
失点 0 0 0

得失点差 0 0 0 0 0 0 0

順位

0
0
0
0



(株)エヌエスジー

　　　私たちは、賛助会員として

サンデースポーツ　　(株)野口成功堂　　東京渋谷中央ライオンズクラブ　　体育進学センター

松下徽章(株)　　　(株)朋　栄　　　東京コカ・コーラボトリング(株)　　　(株)バンタン

（ 加入順 ）

東京急行電鉄(株)　　　　(株)東急百貨店　　　　小田急電鉄(株)　　　　東急建設(株)　　　　　

高宮学園 代々木ゼミナール　　　新英電興(株)　　　西武信用金庫　　　八千代銀行

(株)ゴールドウイン　　　(株)アキバ徽章販売　　　(有)ヒーロースポーツ　　　笹塚ボウル

(社)渋谷青色申告会　　(株)新大宗ビル　　ビルド・メンテナンス(株)　　(公社)渋谷法人会

(株)共　楽　　　　　京王重機整備(株)　　　　　茗渓塾・茗渓予備校　　　　　(有)勇　杜

一般社団法人渋谷区体育協会を支援しています。　　


