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審判割当

◆ 大会１日目 ６月９日（土） 予選リーグ １２試合

ふれあい東コート ふれあい西コート

対戦カード 主審 副審 副審 その他 対戦カード 主審 副審 副審 その他

9:00 住吉 青葉 協会 協会 蛇田 渡,山,門 女川一 湊･雄勝 協会 矢本二 河南東 矢一,万

10:10 山下 門脇 協会 住吉 青葉 渡,蛇 矢本二 万石浦 協会 女川一 湊･雄勝 矢一,東

11:20 青葉 渡波 協会 協会 門脇 住,山蛇 湊･雄勝 矢本一 協会 矢本二 万石浦 女一,東

12:30 門脇 蛇田 協会 青葉 渡波 住,山 万石浦 河南東 協会 湊･雄勝 矢本一 女一,矢二

13:40 住吉 渡波 協会 門脇 蛇田 青,山 女川一 矢本一 協会 万石浦 河南東 湊･雄,矢二

14:50 山下 蛇田 協会 住吉 渡波 青,門 矢本二 河南東 協会 女川一 矢本一 湊･雄,万

◆ 大会２日目 ６月１０日（日） 決勝トーナメント ６試合

ふれあい東コート ふれあい西コート

対戦カード 主審 副審 副審 その他 対戦カード 主審 副審 副審 その他

9:00 Ａ１位 Ｂ２位 協会 協会 協会 Ａ２位 Ｂ１位 協会 協会 協会

10:30 Ｃ１位 Ｄ２位 協会 協会 協会 Ｃ２位 Ｄ１位 協会 協会 協会

12:00 Ａ１Ｂ２ Ａ２Ｂ１ 協会 協会 協会

13:30 Ｃ１Ｄ２ Ｃ２Ｄ１ 協会 協会 協会

◆ 大会３日目 ６月１２日（火） 決勝 １試合

ふれあい東コート

対戦カード 主審 副審 副審 その他

9:30 ＡＢ ＣＤ 協会 協会 協会
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大会日程

１日目 6月9日（土） ２日目 6月10日（日） ３日目 6月12日（火）

7:30 受付・会場準備 7:30 受付・会場準備 7:30 受付・会場準備

8:00 顧問会 8:00 顧問会 8:00 顧問会

8:15 開会式 9:00 準々決勝①（東・西） 9:30 決勝（東コート）

9:00 第１試合（東・西） 10:30 準々決勝②（東・西） 10:45 閉会式

10:10 第２試合（東・西） 12:00 準決勝①（東コート） 11:00 後片付け

11:20 第３試合（東・西） 13:10 第３位表彰式 11:30 顧問会

12:30 第４試合（東・西） 13:30 準決勝②（西コート） 11:45 物品返却・結果報告

13:40 第５試合（東・西） 14:40 第３位表彰式

14:50 第６試合（東・西） 14:50 後片付け

16:00 後片付け（東・西） 15:20 顧問会

16:30 顧問会 15:35 物品返却・結果報告

16:45 物品返却・結果報告

開会式・閉会式の次第

開会式 6月9日（土）8:15 閉会式 6月12日（火）10:45

進行（四野見） 進行（白井）

選手整列 選手整列

１ 開式宣言 （進行） １ 開式宣言 （進行）

２ 優勝杯返還 （住吉中 ） ２ 成績発表 （記録 安倍）

（万石浦中 ） ・表彰 （部会長 赤間校長）

３ 開会の挨拶 （部会長 赤間校長） ３ 講評並びに閉会の挨拶

４ 競技上の注意（審判長 白井） （副部会長 早坂校長）

５ 選手宣誓 （住吉中 ） ４ 閉式宣言 （進行）

６ 諸連絡 （山崎） ５ 諸連絡 （山崎）

７ 閉式並びに競技開始宣言（進行） 選手解散

選手退場
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使用設備・借用物品など

№ 項 目 個数・使用場所など 備 考

① グランド ２面（東・西コート） ライン引きは協会に依頼。

② ゴール，ゴールネット ２組

③ コーナーフラッグ ２組（計１０本）

④ 得点掲示用黒板 １台ずつ（本部脇）

⑤ 選手交代ボード 使用せず

⑥ パイプ椅子 １０脚（本部） 倉庫脇から借用。

⑦ 長机 ２台（本部） 倉庫脇から借用。

⑧ スタンドマイク 使用せず

⑨ 役員・審判控え室 ２部屋（倉庫脇）

⑩ 救護室 １部屋（フットボール場棟内） 養護教諭は本部にて待機。

⑪ 救護用担架 １台（本部）

⑫ 選手控え室，待機場所 検討中。前日までに連絡予定。

役割分担

№ 役割 内 容 担 当

① 会 場 会場設営，清掃など 山崎，各校顧問

② 総 務 試合進行の調整，接待など 平塚，各校顧問

③ 審 判 審判割当など 山崎

④ 記 録 結果の記録・送信など 安倍，各校顧問

⑤ 規 律 規律問題の処理など 白井，専門部規律委員会

⑥ 会 計 審判謝礼，備品の購入など 阿部，各校顧問

⑦ 表 示 各所の表示など 三浦，各校顧問

⑧ プ ロ プログラムの販売など 津田（蛇田中），平塚（雄勝中）


