
平成２９年度　中央リーグイベント大会実施要項

○主 　催 中央リーグ実行委員会

○開催日 平成３０年３月３日（土）　　予備日：３月１７日(土） 中央リーグイベント大会事務局

○会　 場 中百舌鳥小学校　　　　　　予備日：新金岡小学校            担当団：東浅香山、百舌鳥、新金岡、深井

○組合せ

Ａブロック 百舌鳥 東百舌鳥(赤) 日置荘西 野田

Ｂブロック 白鷺 深井 東百舌鳥(青) 中百舌鳥

Ｃブロック 福田 新金岡 登美丘 東浅香山

○当日スケジュール　※各団の指導者は８時に本部前に集合して下さい。

　　　 　　※イベント大会担当団は７時３０分に集合して下さい。

８：４０～１１：４０　予選リーグ戦

１２：１０～１２：４０　リフティング大会（６年生のみ）

１２：４０～１３：２０　休　憩

１３：２０～１５：３５　決勝リーグ戦

１５：４０(決勝戦終了後直ちに)年間・イベント大会表彰式、リーグ戦閉会式

○競技方法 ・１チーム７名によるミニサッカー大会（試合時間１５分　１本）

・予選リーグ・・・４チーム（３ブロック）によるリーグ戦

・決勝戦・・・各ブロックの同順位によるリーグ戦

・選手交代は制限無く自由に交代できる。インプレー中交代可

・交代は主審の許可不要、オフサイドなし

・一人審判　審判服着用(上着のみ着用でも良い)

・ベンチ挨拶なし。握手で解散

・その他は現行日本サッカー協会競技規則に準じる。

○順位決定 ・予選リーグ・・・①勝ち点（勝ち⇒３点、分⇒１点、負⇒０点）②得失点差③総得点

 　　　　　　　　　④勝ち数⑤対戦勝敗⑥抽選（コイントス）

・決勝リーグ戦・・・最終結果で同点の場合は予選リーグの①～⑤同じ。それでも決しない場合は

３人でのPKを行う。決まらなければサドンデスで決める

PKはゴールアエリアの頂点センターで行う。

○リフティング大会

・２分(練習)-笛で本番開始(８分)　８分終了時点で回数の多い者から順位を決定する

○表　彰 ・１位～３位チーム・・・賞状及び盾を授与

・優秀選手賞（各団２名）・・・賞状及びメダルを授与

・年間各クラス順位、年間優秀選手賞の表彰も併せて行います。

○その他 ・駐車は出来ません。駐車は近隣の有料駐車場へ

・会場へは極力徒歩でお願いします。自転車での来場も可能ですがご協力お願いします。

・雨天による大会の中止決定は午前６時３０分に判断します。

○予備日 ・３月１７日(土）新金岡小学校　駐車台数は各チーム１台まで。それ以外は金岡公園駐車場へ

入門は８時から。

○係分担　 ・会場・・・中百舌鳥　　進行・・東浅香山・福田・新金岡・百舌鳥　リフティング大会・・・全団

　記録・・・深井

2018/2/13



予選リーグ ( 15分1本 ) 

時　　間 対　　戦 相　　手 審　　判 時　　間 対　　戦 相　　手 審　　判
①　8:40 百舌鳥 東百舌鳥(赤) 東百舌鳥(青) ①　8:40 白鷺 深井 新金岡
②　9:00 福田 新金岡 百舌鳥 ②　9:00 日置荘西 野田 白鷺
③　9:20 東百舌鳥(青) 中百舌鳥 福田 ③　9:20 登美丘 東浅香山 日置荘西
④　9:40 百舌鳥 日置荘西 中百舌鳥 ④　9:40 白鷺 東百舌鳥(青) 登美丘
⑤　10:00 福田 登美丘 日置荘西 ⑤　10:00 東百舌鳥(赤) 野田 東百舌鳥(青)

⑥　10:20 深井 中百舌鳥 福田 ⑥　10:20 新金岡 東浅香山 東百舌鳥(赤)

⑦  10:40 百舌鳥 野田 深井 ⑦  10:40 白鷺 中百舌鳥 新金岡
⑧　11:00 福田 東浅香山 野田 ⑧　11:00 東百舌鳥(赤) 日置荘西 中百舌鳥
⑨　11:20 深井 東百舌鳥(青) 東浅香山 ⑨　11:20 新金岡 登美丘 東百舌鳥(赤)

終了 11:40 交代は速やかに行いましょう 終了 11:40 交代は速やかに行いましょう

Ａブロック 百舌鳥 東百舌鳥(赤) 日置荘西 野田 勝　点 得失点差 総得点 順位

百舌鳥

東百舌鳥(赤)

日置荘西

野田

Ｂブロック 白鷺 深井 東百舌鳥(青) 中百舌鳥 勝　点 得失点差 総得点 順位

白鷺

深井

東百舌鳥(青)

中百舌鳥

Ｃブロック 福田 新金岡 登美丘 東浅香山 勝　点 得失点差 総得点 順位

福田

新金岡

登美丘

東浅香山

Ａコート(中学校通路側) Ｂコート(団地通路側)

平成２９年度　中央リーグイベント大会組合せ



決勝リーグ ( 15分1本 ) 

時　　間 対　　戦 相　　手 審　　判 時　　間 対　　戦 相　　手 審　　判

①　13:20
A-1 B-1 C-1

①　13:20
A-2 B-2 C-2

②　14:00
A-3 B-3 C-3

②　14:00
A-4 B-4 C-4

③　14:20
A-1 C-1 B-1

③　14:20
A-2 C-2 B-2

④　14:40 
A-3 C-3 B-3

④　14:40 
A-4 C-4 B-4

⑤　15:00
B-1 C-1 A-1

⑤　15:00
B-2 C-2 A-2

⑥　15:20 
B-3 C-3 A-3

⑥　15:20 
B-4 C-4 A-4

終了15:35 終了15:35

１位～３位 (各ブロック１位)

1位ブロック
A-1 B-1 C-1

勝　点 得失点差 総得点 PK 順位

A-1

B-1

C-1

４位～６位 (各ブロック２位)

2位ブロック
A-2 B-2 C-2

勝　点 得失点差 総得点 PK 順位

A-2

B-2

C-2

７位～９位 (各ブロック３位)

3位ブロック
A-3 B-3 C-3

勝　点 得失点差 総得点 PK 順位

A-3

B-3

C-3

１０位～１２位 (各ブロック４位)

4位ブロック
A-4 B-4 C-4

勝　点 得失点差 総得点 PK 順位

A-4

B-4

C-4

平成２９年度　中央リーグイベント大会組合せ

Ａコート(中学校通路側) Ｂコート(団地通路側)


