
第63回市民スポーツ祭　サッカー競技　組み合わせ及び審判割
1次リーグＡグループ 1次リーグDグループ

名古屋 松蔭 天白 同朋 名電 デソーニョ

１日目 会場 名古屋高校 時間 審判 １日目 会場 テラスポＷ 時間 審判

名古屋 ｖｓ 天白 14:00 松蔭 同朋 ｖｓ デソーニョ 9:50 名電

松蔭 ｖｓ 天白 15:45 名古屋 名電 ｖｓ デソーニョ 12:10 同朋

名古屋 ｖｓ 松蔭 17:15 天白 同朋 ｖｓ 名電 14:30 デソーニョ

1次リーグＢグループ 1次リーグEグループ
大同 熱田 名古屋工科 中京大中京 享栄 総合工科

１日目 会場 大同 時間 審判 １日目 会場 テラスポＥ 時間 審判

大同 ｖｓ 名古屋工科 14:00 熱田 中京大中京 ｖｓ 総合工科 8:40 享栄

熱田 ｖｓ 名古屋工科 15:45 大同 享栄 ｖｓ 総合工科 11:00 中京大中京

大同 ｖｓ 熱田 17:15 名古屋工科 中京大中京 ｖｓ 享栄 13:20 総合工科

1次リーグＣグループ 1次リーグFグループ

東海学園 名東 菊華 愛知ＦＣ 高蔵 菊里

１日目 会場 テラスポＥ 時間 審判 １日目 会場 テラスポＷ 時間 審判

東海学園 ｖｓ 菊華 9:50 名東 愛知ＦＣ ｖｓ 菊里 8:40 高蔵

名東 ｖｓ 菊華 12:10 東海学園 高蔵 ｖｓ 菊里 11:00 愛知ＦＣ

東海学園 ｖｓ 名東 14:30 菊華 愛知ＦＣ ｖｓ 高蔵 13:20 菊里

2次リーグGグループ 2次リーグ Iグループ

Ａ１位 D2位 Ｅ２位 Ｃ１位 Ｆ１位 Ｂ２位

会場 名古屋高校ＯＲテラスポ 時間 審判 会場 大同ＯＲテラスポ 時間 審判

Ａ１位 ｖｓ Ｅ２位 D2位 Ｃ１位 ｖｓ Ｂ２位 Ｆ１位

D2位 ｖｓ Ｅ２位 Ａ１位 Ｆ１位 ｖｓ Ｂ２位 Ｃ１位

Ａ１位 ｖｓ D2位 Ｅ２位 Ｃ１位 ｖｓ Ｆ１位 Ｂ２位

2次リーグHグループ 2次リーグJグループ

Ｂ１位 Ｃ２位 Ｆ２位 Ｄ１位 Ｅ１位 Ａ２位

会場 大同ＯＲテラスポ 時間 審判 会場 名古屋高校ＯＲテラスポ 時間 審判

Ｂ１位 ｖｓ Ｆ２位 Ｃ２位 Ｄ１位 ｖｓ Ａ２位 Ｅ１位

Ｃ２位 ｖｓ Ｆ２位 Ｂ１位 Ｅ１位 ｖｓ Ａ２位 Ｄ１位

Ｂ１位 ｖｓ Ｃ２位 Ｆ２位 Ｄ１位 ｖｓ Ｅ１位 Ａ２位

会場

１試合目　10:15 ２試合目　11:45

主審　ユース審判予定 主審　ユース審判予定

副審　B代表 副審　A代表副審　A代表

副審　D代表 副審　C代表副審　C代表

※ユース審判は予定です。派遣できない場合もあります。

決勝トーナメントではユース審判をお願いしています。指導の一環としてマネージャーミーティングも行います。ご配慮等お願いします。

　

Ｊ
副審　当該チーム 

Ｉ

優勝

港サッカー場 会場担当校 ８時４５分会場

主審　ユース審判予定

決勝　14:45

Ｇ Ｈ



主催：名古屋市・名古屋市教育委員会・（財）名古屋市体育協会

主管：愛知県サッカー協会　名古屋サッカー協会

日程：令和３年　6月19日（土）、20日（日）、8月１日（日）

会場：港サッカー場他

1次リーグ　３チーム×６グループ＝１８チーム　各グループ１位２位が２次リーグへ進む

２次リーグ　３チーム×４グルぷ＝１２チーム　各グループ1位が準決勝へ

8月6日

港

14:45

港 港

10:15 11:45

試合時間は各会場により異なる場合があります。詳細は別紙参照。

　１．試合時間は６０分とする。ハーフタイムは６分～７分とする。

　　　1次リーグは３校を１リーグとし、上位２チームが２次リーグに進出。順位の決定は以下の通りとする。

　　　①勝ち点　②得失点　③総得点　④当該チーム勝ち　⑤抽選

　　　準決勝は同点の場合ＰＫ方式で次回戦進出チームを決定する。

　　　決勝戦についても、同点の場合ＰＫ方式で優勝チームを決定する。

　２．選手到着後本部に連絡し、試合開始２０分前までにメンバー表を提出すること。

　３．選手登録は当日決めた２０名とし、交代は９名まで許可される。

　４．退場を命ぜられた選手は次回戦に出場できない。その後の処置については、競技委員会が決定する。

　　　又、大会中通算２回の警告を受けた選手も次回戦の出場ができない。

　５．背番号の規定はない。サブユニフォームを必ず持参すること。

　６．ボールは、検定球を持ち寄りとする。

　７．競技規則は、本年度「日本サッカー協会」の制定規則とする。

　８．会場校の美化にご協力ください。

　９．審判に対しての暴言や、悪質なファールのないようご指導ください。

１０．副審は、当該チームより１名ずつ出してください。

１１.  出場可能選手は２種登録選手のみとする。

第63回市民スポーツ祭　サッカー競技

会場

2次リーグGグループ 2次リーグHグループ

2次リーグIグループ

会場

2次リーグJグループ

会場

大会規定

会場

　　　ただし交代はハーフタイムを除いて４回までとする。

Ｃ１位

Ｆ１位

Ｂ２位

Ｄ１位

Ｅ１位

Ａ２位

２日目

1次リーグ　６月１９日（土）　２次リーグ６月２０日（日）　準決勝・決勝８月１日（日）

大同高校ＯＲテラ
ポ

２日目

名古屋高校ＯＲテ
ラスポ

　　　2次リーグは３校を１リーグとし、上位１チームが準決勝に進出。順位の決定は１次ーグ同様とする。

大同高校ＯＲテラ
スポ

２日目２日目

名古屋高校ＯＲテ
ラスポ

Ａ１位

D2位

Ｅ２位

Ｂ１位

Ｃ２位

Ｆ２位


