
平成25年度置賜地区高等学校サッカー春季リーグ戦

実　施　事　項

01．主　　催　　米沢地区サッカー協会

02．共　　催　　置賜地区高等学校体育連盟

03．主　　管　　置賜地区高等学校体育連盟サッカー専門部

04．期　　日　　5月5日（目）Aブロック10：00試合開始≪9：15　監督会議≫

Bフロック10：00試合開始≪9：15　監督会議≫

5月6日（月）ABフロック10：00言式合開始

05．会　　場　　米沢工業高等学校グラウンド　及び　南陽高等学校グラウンド

米沢市営人工芝サッカーフィールド

06．役　　員　　部　長　　皆川　政浩（米商）

理　事　　波多野　辰則（長工）

総　務　　佐野　雅哉　（米商）　石黒　宏治（興譲）佐藤　良二（南陽）

競　技　　斎藤　幸司（興譲）　吉村　道雄（米工）　井上　和広（米商）

佐藤　政則（長工）　田中　優（高畠）

審　判　　高橋　寿人（米工）　芳賀　統一（荒砥）　鈴木　安継（高畠）

米沢地区サッカー協会審判委員　長井地区サッカー協会審判委員

技　術　鳥羽　俊正（中央）　佐藤　秀俊（米工）　滝口　寿（米菓）

佐藤　秀人（九里）　井上　大介（長井）

救　護　　高橋　真一（南陽）　高橋　寿人（米工）　佐藤　和彦（米乗）

鈴木　　精（九里）　安部　直志（長井）

規律委員長　　皆川　政浩（部長）

規律副委員長　協会代表

規律委員　波多野　辰則（理事）　審判委員代表　技術委員代表　各高校顧問1名

07．参加資格　（1）本県高体連（置賜地区高体連）および、平成25年度（財）日本サッカー協会に加盟

登録された選手で橋成され、当該校長の出場許可を得たチームであること。（未登録

の選手は、必ず所定の追加登録を行うこと）

（オその他はすべて上位大会に準ずる。

08．競技規則　（1）平成25年度（財）日本サッカー協会制定の『サッカー競技規則』による。

（オ警告について

①同一試合で2度の警告を受けた者は、退場となる。

②同一リーグ戦で2度目の警告を受けた者は、次の1試合には出場できない。

③累積警告の処分未消化の者は、地区高体連春季大会の第1試合5月11日（土）が
出場停止となる。

（3）退場について

①退場処分を受けた者は、今リーグ戦の次の1試合には出場できず、それ以降の処置

については、規律委員会で決定する。

②争」－ク戦で退場処分を受け、出場停止処分が未消化の場合は、地区高体連春季大

会の第1試合5月11日（土）が出場停止となる。

③その他、スポーツマンシップに著しく逸脱した行為があった場合の処置については、



規律委員会で決定する。

（4）ユニフォームについて

①登録は25名とし、背番号は1番から25番までの通し番号とする。

②正副2着を必ず携帯すること。（副は、シャツ、パンツ、ストッキングともに正と明

瞭に区別された異色のものであること。また、GKとも異色のものとする）

③縞のユニフォームの背番号は台地に番号を入れること。

④審判と同一色または類似色のシャツを用いることはできない。ただし、パンツ、ス

トッキングのどちらか一つの黒色は認める。

⑤ユニフォームについては、参加申込以降の変更はいかなる理由があろうとも認めな

い。背番号の変更も同様に認めない。

（5）エントリーは20名、交替は5名までとし、主審の許可を得て交替することができ

る。登録の変更は大会当日の始めに行われる監督会議時に行うことができる。

（6）試合中、ベンチに入ることができる人数は選手9名、スタッフ5名までとする。

（Ⅵ戦術的指示はその都度1名のみカテントで指示を出すことができる。

（8）その他はすべて上位大会に準ずる。

09．競技方法　（1）別掲のA・Bフロックのリーク戦を行う。

（オ試合時間は70分とし　インターバルタイムは10分とする。

（3）同一チームの試合間隔は最低2時間とする。

（4）リーグ戦における勝ち点は、勝ち：3、分け：1、負け：0とする。

10．参加申込　（1）参加料　各校5，000円　　監督会議時に納入すること。

（オ申込期限

5月2日（木）まで別紙申込用紙（メンバー表）を下記に申し込むこと。

干993 ��ﾃ��S��長井市幸町9番17号 

長井工業高等学校　　　波多野　辰則 

TEL　O238－84－7505 

EAX　O238－88－9385 

メールの場合　shatanot＠pref－yamagata．ed．jp 

※FAX・メールの場合は、大会当日に正式な申込み用紙を必ず持参して下さい。

11．連絡事項　（1）試合球は事務局で準備したボールを使う。

（オアシスタントレフリーサイドのベンチカ＼番号の多いチームとする。

（3）指定された場所以外に立ち入ったり、指定された施設以外の施設を使用したりしな

い。

（4）貴重品等は各校・各人の責任で管理する。

（5）ゴミは必ず持ち帰る。

（6）ユニフォームチェックは試合開始70分前に本部にて主審立合いのもと必ず行い、

引率者が出席することとする。

（Ⅵメンバー表の提出は試合開始40分前に2部本部に提出する。

（8）敷地内禁煙を保護者の万々にも事前に連絡しておいてください。

（9）6日の米沢SF使用の際upシューズを持参の上、アップ場の土を人工芝に持ち込

まない。なお、ボールも同様である。

（10）試合開始20分前から10分間はピッチ内アップとし八第1言式合のみは、ピッチ

内アップとする。

（11）サブの選手のアップはボールを用いない。



Aブロック（会場：5日米沢工業グラウンド6日米沢市営人工芝SF乗コート）

1：米沢中央　2：米沢工業　3：長井工業　　　4：興譲館　　　5：米沢東

1米沢中央 �)¥I�(ﾔ鮎b�3長井工業 滴ｻｸ�xｭ��5米沢乗 

1米沢中央 �� �� ��

2米沢工業 �� �� ��

3長井工業 �� �� ��

4興譲館 �� �� ��

5米沢乗 �� �� ��

※顧問会議≪5月5日（日）9：15′～各会場本部にて≫

5月5日（日）

試合時間 ����ﾘ4ｨ�ｸ6��本部（2名） �%8愃�的kﾈ�｢�ボール（6名） 

10：00′） �8�i+x皐ﾔ鮎h��g8��X�i¥I�(�b�米沢工業 兔I�(ﾔ鮎b�米沢工業 
‾11：50′） ���i¥I�)(h匣��g8��H�hｻｸ�xｭ��米沢乗 兔I�(�b�米沢乗 

13：40～ �(�i¥I�(ﾔ鮎h��g8��8�i+x皐ﾔ鮎b�興譲館 仆ｸ�xｭ��興譲館 

5月6日（月）※会場準備　米沢中央

書式合時間 ����ﾘ4ｨ�ｸ6��本部（2名） �%8愃�的kﾈ�｢�ボール（6名） 

10：00′〉 �(�i¥I�(ﾔ鮎h��g8��X�i¥I�(�b�興譲館 仆ｸ�xｭ��興譲館 

11：50′） ���i¥I�)(h匣��g8��8�i+x皐ﾔ鮎b�米沢乗 兔I�(�b�米沢乗 

13：40′） �(�i¥I�(ﾔ鮎h��g8��H�hｻｸ�xｭ��長井工業 �+x皐ﾔ鮎b�長井工業 

15：30′） ���i¥I�)(h匣��g8�SX�i¥I�(�b�米沢工業 兔I�(ﾔ鮎b�米沢工業 



Bブロック（会場‥5日南陽高校グランド6日米沢市営人工芝SF西コート）

1：米沢商業　　2：長井高校　3：南陽高校　4：高畠高校　5：九里学園

1米沢商業 �)+x撮�3南陽 滴ﾘ)J��5九里 

1米沢商業 �� �� ��

2長井 �� �� ��

3南陽 �� �� ��

4高畠 �� �� ��

5九里 �� �� ��

※顧問会議≪5月5日（土）9：15′〉本部にて≫

5月5日（日）

試合時間 ����ﾘ4ｨ�ｸ6��．本部（2名） �%8愃�的kﾈ�｢�ボール（6名） 

10：00～ �8�i>ﾉwｨ���ﾈ����e8��X�hｾ9z"�長井 �+x撮�長井 

11：50′） ���i¥I�(ⅸｼh��g8��H�hﾘ)J��九里 仞9z"�九里 

13：40′） �(�i+x皐������g8��8�i>ﾉw｢�盲∈；ヨ r司【≡ヨ 冦8���x���ﾈ譏��8�8��盲∈白 岡tヨヨ 

5月6日（月）

試合時間 ����ﾘ4ｨ�ｸ6��本部（2名） �%8愃�的kﾈ�｢�ボール（6名） 

10：00′） �(�i+x皐������g8��X�hｾ9z(ｧx���盲白 岡【≡】 冦9I"�圦H8�8��盲∈∋ 同日ヨ 

11：50～ ���i¥I�(ⅸｼh��g8��8�i>ﾉw｢�九里 仞9z"�九里 

13：40′） �(�ﾈ�i+x皐����g8��H�hﾘ)J��南陽 �>ﾉw｢�南陽 

15：30′） ���i¥I�(ⅸｼh��g8��X�hｾ9z"�長井 �+x撮�長井 



平成25年度　置賜地区高等学校春季総合体育大会

サッカー競技大会　実施事項

01．主　　催　　置賜地区高等学校体育連盟

02．主　　管　　置賜地区高等学校体育連盟サッカー専門部

03．期　日　5月11日（土）　会鳳こて　9：15～監督会議10：00言式合開始

（全日程終了後、顧問会議）

5月12日（日）　会場10：00試合開始

04．会　　場　　米沢市営人工芝サッカーフィールド

05．役　員　　部　長　皆川　政浩（米商）

副部長　渡辺　浩之（小国）

理　事　波多野　辰則（長工）

総　務　　佐野　雅哉（米商）

競　技　　斎藤　幸司（興譲）

佐藤　政則（長工）

審　判　高橋　寿人（米工）

石黒　宏治（興譲）　佐藤　良二（南陽）

吉村　道雄（米工）　井上　和広（米商）

田中　優　（高畠）

芳賀　統一（荒砥）　鈴木　安継（高畠）

米沢地区サッカー協会審判委員　長井地区サッカー協会審判委員

技　術　鳥羽　俊正（中央）　佐藤　秀俊（米工）　滝口　　寿（米菓）

佐藤　秀人（九里）　井上　大介（長井）

救　護　　高橋　真一（南陽）　佐藤　和彦（米菓）

鈴木　精（九里）　安部　直志（長井）

規律委員長　皆川　政浩（部長）

規律副委員長　協会代表

規律委員　波多野　辰則（理　事）審判委員代表　技術委員代表　各高校顧問1名

06．参加資格（1）本県高体連（置賜地区高体連）および、平成25年度（財）日本サッカー協会に加盟

登録された選手で構成され、当該校長の出場許可を得たチームであること。（未登録の

選手は、必ず所定の追加登録を行うこと）

（2）その他はすべて上位大会に準ずる。

07．競技規則（1）平成25年度（財）日本サッカー協会制定の『サッカー競技規則』による。

（2）警告について

①同一試合で2度の警告を受けた者は退場となる。

雷同一大会で2度日の警告を受けた者は同大会の次の1試合には出場できない。

③順位決定戦にはカー・ドの累積は持ち込まない。

（3）退場について

①退場処分を受けた者は、次の公式戦1試合には出場できず」それ以降の処置につい

ては、規律委員会で決定する。

②県大会出場チームの選手で、今大会で退場処分を受け、出場停止処分が未消化の場合

は、県大会の第1試合が出場停止となる。

③その他、スポーツマンシップに著しく逸脱した行為があった場合の処置については、

規律委員会で決定する。

（4）カードの累積については、順位決定戦には持ち込まない。但し出場停止処分が未消化

の場合切目頁位決定戦に出場することはできない。

（5）ユニフォームについて

①背番号は1番から25番までの通し番号とする。

②正副2着を必ず携帯すること。（副は、シャツ、パンツ、ストッキングともに正と明

瞭に区別された異色のものであること。また、GKとも異色のものとする）



③縞のユニフォームの背番号は台地に番号を入れること。

④審判と同一色または類似色のシャツを用いることはできない。ただし人パンツ、スト

ッキングのどちらか1つの黒色は認める。

6参加申込以降のユニフォームの変更はいかなる理由があろうとも認めない。背番号の

変更も同様に認めない。

（6）エントリーは20名、交替は5名までとし主審の許可を得て交替することができる。。

（7）試合中、ベンチに入ることができる人数は選手9名とスタッフ5名までとする。（エン

トリー外の生徒及び応援の生徒については、ベンチから離れて位置するように各チーム

で責任を持つこと）

（8）戦術的指示はその都度1名のみがテント内で指示を出すことができる。

（9）その他はすべて上位大会に準ずる。

（10）中断及び対応について

試合中、地震・豪雨・雷の際は選手等の安全を霞優先する考えにたら、会場運営

責任者と審判団の判断で中断する。

再開は中断から30分時点の状況で協議し中断から経過30分の時点で再開が

難しい場a　日程を変更し中断した時点での状況から再開するものとする。

08．競技方法（1）5月11日（土）　A・Bフロックのリーグ戦を行う。別掲対戦表による。

5月12日（白）　代表決定戦を行う。別掲対戦表による。なお、Aブロック4位と

Bフロック1位が勝ち残った場合、Aフロックカモ上位とする。同リーグが勝った場合

リークのIl頁位とする。

（2）第5位までが県大会に出場できる。

（3）試合時間は70分とし人インター／Vレタイムは10分とする。

リーグ戦における勝ち点は　勝ち：3、分け：1、負け：0とする。なお、順位が決し

ない場合は、以下の順で決定する。①得失点差→②総得点→③当該チームの勝敗④PK

方式で勝敗を決定する。ただしPK戦については新たに11名を選出する。6人目

からは勝敗が決するまで行うものとする。

（4）順位決定戦において、70分で勝敗が決しない場合はPK方式で勝敗を決定する。ただ

し代表決定戦のみ20分の延長戦を行う。それでも決しない場合はPK方式で勝敗

を決定する。

09．表　　彰

10．参加申込

3位まで表彰する。

5月9日（木）まで別紙申込用紙（メンバー変更用紙）を下記に申し込むこと。

〒　993－（Ⅹ）51　　長井市幸町9番17号 

TEL　0238－84－7505　　FAX　O238q88－9385 

長井工業高等学校　波多野辰則吐±邑Shatanot＠prefTyamagataed．jb） 

FAX・メールの場合は、5月11日（土）に正式な申込み用紙を必ず持参しノこ下さい。

11．連絡事項

①　試合球は事務局で準備する。

②　アシスタントレフリーサイドのベンチが番号の多いチームとする。決定戦についてはAフロックの

チームをコートから本部を見て右側とする。

③　指定された場所以外に立ち入ったり、指定された施設以外の施設を使用したりしないこと。

④　貴重品等は各校・各人の責任で管理すること。

⑤　ゴミは持ち帰りのこと。

⑥　ユニフォームチェックは試合開始70分前に本部にて主審立合いのもと必ず行い、引率者が出席する

こととする。

⑦　同一チームの試合間隔は、最低2時間とする。

⑧　メンバー表の提出は試合開始40分前に2部本部に提出すること。

⑨　6日の米沢SF使用の際upシューズを持参の上、アップ壕の土を人工芝に持ち込まない。なお」ボー

ルも同様である。

⑩　試合開始20分前から10分間はピッチ内アップとし第1試合のみはピッチ内アップとする。

⑪　サブの選手のボールアップは行わない。



Aブロック【会堤米沢市営人工芝サッカづイールド乗コート】

※顧問会議≪9：15′〉本部にて≫

5月11日（土）

試合時間 ����ﾘ4ｨ�ｸ6��本部（2名） �%8愃�的kﾈ�｢�ボール（6名） 

10：恥 滴�hｻｸ�xｭ�����g8��X�iKﾉ�(ｯﾂ�長井工業 �+x皐ﾔ鮎b�長井工業 

11：．．ハ ��ﾃ��i¥I�)(h匣��KX��(�i¥I�(ﾔ鮎b�米沢乗 兔I�)8ﾂ�米沢棄 

13： ����i+x皐ﾔ鮎h���E8��H�hｻｸ�xｭ��米沢中央 兔I�)(h甸�米沢中央 

Bブロック【会場‥米沢市営人工芝サッカづイールド西コート】

※顧問会議≪9：15～本部にて≫

5月11日（土）

試合時間 ����ﾘ4ｨ�ｸ6��本部（2名） �%8愃�的kﾈ�｢�ボール（6名） 

10：（X〕㌫ ��hﾘ)J�������g8��X�hｾ9z"�南陽 �>ﾉw｢�南陽 

11：　∨ 汎ｩ¥I�(ⅸｼh��KX��(�i+x撮�九里 仞9z"�九里 

13： ��i>ﾉwｨ����g8��H�hﾘ)J��米沢商業 兔I�(ⅸｼb�米沢商業 

順位決定戦【5月13日（日）会場‥米沢市営人工芝サッカづイールド西コート】

時一問 ��������ﾒ�本部（2名） �%8愃�的kﾈ�｢�ボール（6名） 

第1試合 ����d����A5位　　　vs　B1位 �� ��

第2試合 ��(�h�x���A4位　　　vs．B2位 �� ��

試合終了後　閉会式

閉会式終了後　トレセン予定


