
平成２９年度可茂地区新人リーグ戦 
１．主催  岐阜県サッカー協会、中濃サッカー協会 

 

２．主管  岐阜県サッカー協会３種、中濃可茂サッカー協会３種 

 

３．期日  平成２９年 １０月 １日（日）、 １０月 １５日（日）（予選リーグ） 

            １０月 ２９日（日）、１１月 ３日（金）（順位決定リーグ） 

            １１月  ４・５日（土・日）（予備日） 

４．会場  １０月 １日（日）Ａリーグ（東可児中学校）、Ｂリーグ（西中学校） 

      １０月１５日（日）Ａリーグ（可茂特別支援学校）  、Ｂリーグ（中部中学校） 

 １０月２９日（日）上位リーグ（   中学校）下位リーグ（  中学校） 

１１月 ３日（金）上位リーグ（   中学校）下位リーグ（  中学校） 

      １１月４・５日（土・日）（予備日） 

５．競技方法および競技規則 

 ・平成２９年度日本サッカー協会競技規則に準じて大会を行う。 

 ・可茂地区内の中学校によるリーグ戦を行い、全チームの順位を決める。 

  ・可茂地区内の１０の中学校（帝京を除く）を２つのリーグに分け、予選を 2 日間行う。予選の結果で、決勝リ

ーグを行い、県大会に進むチームを決定する。（勝ち点 勝ち 3 点 引き分け 1 点 負け 0 点） 

 ・試合時間は５０分（２５分ー５分ー２５分）で行う。 

 ・順位の決定は、勝ち点→得失点→総得点→直接対決の順とする。同一の場合はＰＫ戦で決定する。 

 ・選手登録は、メンバー表で毎試合２０名を登録する。 

 ・交代は先発以外の９名の中から行う。（自由な交代あり） 

  ・ユニフォームは、フィールド、キーパー共にシャツ、ショーツ、ストッキングを必ず２色用意する。 

 ・背番号は１から９９を使用する。胸番号を必ず付ける。 

  ・試合球は、縫い革５号ボールを各校１個ずつ用意する。（空気圧 ０．８５気圧） 

  

６．確認事項 

  ・警告２回（１試合）で退場とする。警告、退場はリーグ戦の期間中持ち越しとし、警告累積２回で次の試合に

出場できない。また、著しく不正な行為や乱暴な行為による一発退場は、本部で審議会を開き、その後の処分

について決定する。順位決定リーグの最終試合で一発退場になった選手は、県大会出場が決まったとしても、

県大会の第１試合には出ることができない。 

  ・ストッキングを下げない（警告の対象となる。）。シャツをショーツの外に出さないよう指導する。また、す

ねあてを必ず着用する。 

・今大会での上位２チームは１１月１８日から行われる県新人１次リーグへの参加資格を得る。 

 ・可茂地区新人リーグの順位を、平成３０年度可茂地区春季大会の組み合わせの参考にする。（新人リーグに合

同チームで参加した場合の順位は、春季大会の組み合わせに採用されない。 

  ・会場準備は、会場校だけに任せず出場全チームで協力する。  

 （準備→すべてのチームの指導者と第１試合のチーム、片づけ→すべての指導者と最終試合のチーム） 

  

 

 

 



７．参加チーム 

  帝京大可児中、蘇南中、中部中、西可児中、東可児中、向陽中、広陵中、 

八百津中、美濃加茂西中、美濃加茂東中、坂祝中 

８．組み合わせ  

平成２８年度Ｕ－１３地区大会上位チーム（１位 東中、３位 広陵中、４位 西中） 

（※２位八百津・向陽は合同のため含まれない） 

帝京大可児中は決勝リーグから参加とし、その他１０チームで予選リーグを行い、各リーグの上位２チームは

決勝リーグに進む。 

予選リーグ 2日間 

 Ａリーグ 

 東 西可児 坂祝 蘇南 東可児 勝ち点 総得点 総失点 得失点 順位 

東  ○4-1   ○7-0 ６ １１ １ ＋１０  

西可児   ○1-0 ×0-2  ３ １ ２ －１  

坂祝 ×1-4 ×0-1    ０ １ ５ －４  

蘇南  ○2-0   ○7-0 ６ ９ ０ ＋９  

東可児 ×0-7   ×0-7  ０ ０ １４ －１４  

Ｂリーグ 

 広陵 西 向陽 中部 八百津 勝ち点 総得点 総失点 得失点 順位 

広陵   ○12-0  ○2-1 ６ １４ １ ＋１３  

西   ○11-0 ○2-1  ６ １３ １ ＋１２  

向陽 ×0-12 ×0-11    ０ ０ ２３ －２３  

中部  ×1-2   ○3-0 ３ ４ ２ ＋２  

八百津 ×1-2   ×0-3  ０ １ ５ －４  

 

 

１０月 １日（日）Ａリーグ 

場所 順 開始時間 対  戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

東
可
児
中 

① 9：00 蘇南 ＶＳ 東可児 東 西可児 坂祝 西可児 

② 10：00 東 ＶＳ 坂祝 蘇南 東可児 東可児 蘇南 

③ 11：30 西可児 ＶＳ 蘇南 東 坂祝 東 坂祝 

④ 12：30 東 ＶＳ 東可児 西可児 蘇南 蘇南 西可児 

⑤ 14：00 西可児 ＶＳ 坂祝 東可児 東可児 東 蘇南 

 

  １０月 １日（日）Ｂリーグ 

場所 順 開始時間 対  戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

西
中 

Ⅰ 9：00 中部 ＶＳ 八百津 西 向陽 西 西 

Ⅱ 10：00 広陵 ＶＳ 向陽 中部 八百津 中部 八百津 

Ⅲ 11：30 西  ＶＳ 中部 向陽 広陵 八百津 向陽 

Ⅳ 12：30 広陵 ＶＳ 八百津 西 中部 西 中部 

Ⅴ 14：00 西 ＶＳ 向陽 八百津 広陵 八百津 広陵 

 



１０月 １５日（日）Ａリーグ 

場所 順 開始時間 対  戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

可
茂
特
別
支
援
学
校 

（１） 9：00 坂祝 VS 東可児  蘇南 東 西可児 東 

（２） 10：00 東 VS 西可児 坂祝 東可児 蘇南 東可児 

（３） 11：30 坂祝 VS 蘇南 東 東 西可児 西可児 

（４） 12：30 西可児 VS 東可児 蘇南 蘇南 東 坂祝 

（５） 14：00 東 VS 蘇南 東可児 東可児 坂祝 西可児 

 

１０月 １５日（日）Ｂリーグ 

場所 順 開始時間 対  戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

中
部
中 

（Ⅰ） 9：00 向陽 VS 八百津 西 広陵 西 中部 

（Ⅱ） 10：00 広陵 VS 西 中部 中部 向陽 八百津 

（Ⅲ） 11：30 向陽 VS 中部 八百津 広陵 西 広陵 

（Ⅳ） 12：30 西 VS 八百津 向陽 中部 中部 向陽 

（Ⅴ） 14：00 広陵 VS 中部 八百津 西 八百津 西 

 

順位決定リーグ２日間  

 決勝リーグ 組み合わせ 

 帝京 A１位 B1位 A2位 B2位 勝ち点 総得点 総失点 得失点 順位 

帝京           

A1位           

B1位           

A2位           

B2位           

 

 下位リーグ 組み合わせ 

 A3位 A4位 A5位 B3位 B4位 B5位 勝ち点 総得点 総失点 得失点 順位 

A3位            

A4位            

A5位            

B3位            

B4位            

B5位            

 

１０月 ２９日（日）決勝リーグ  

場所 順 開始時間 対戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

 

① 9：00 帝京 ＶＳ A2位     

② 10：00 B1位 ＶＳ A1位     

③ 11：30 帝京 ＶＳ B2位     

④ 12：30 A1位 ＶＳ A2位     

⑤ 14：00 B1位 ＶＳ B2位     

 



１０月 ２９日（日）下位リーグ 

場所 順 開始時間 対戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

 

① 9：00 A3位 VS B5位     

② 10：00 A4位 VS B4位     

③ 11：00 A5位 VS B3位     

④ 12：30 A3位 VS B4位     

⑤ 14：00 A4位 VS B5位     

 

 

１１月 ３日（金）決勝リーグ 

場所 順 開始時間 対戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

 

（１） 9：00 A1位 VS  B2位     

（２） 10：00 帝京 VS B1位     

（３） 11：30 A2位 VS B2位     

（４） 12：30 帝京 VS A1位      

（５） 14：00 A2位 VS B1位     

 

１１月 ３日（金）下位リーグ 

場所 順 開始時間 対戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

 

（１） 9：00 B3位 VS A4位     

（２） 10：00 A5位 VS B5位     

（３） 11：30 A3位 VS B3位     

（４） 12：30 A5位 VS B4位     

 

 


