
第 28 春季石巻地区中学校サッカー大会審判割 

平成 24 年 4 月 29 日（日）・30（月）・5 月 3 日（木）   

４月２９日（日） 会場（ 河南東中学校 ）  

  時間 組み合わせ 主審 副審  副審 

①  ９：００～ 住吉中 対 山下中 協会 蛇田 湊・雄勝 

③ １１：００～ 山下中 対 河南東中 協会 蛇田 青葉 

⑤ １３：００～ 住吉中 対 河南東中 協会 青葉 湊・雄勝 

４月２９日（日） 会場（ 河南東中学校 ）  

  時間 組み合わせ 主審 副審  副審 

② １０：００～ 蛇田中 対 青葉中 協会 住吉 山下 

④ １２：００～ 青葉中 対 湊・雄勝中 協会 山下 河南東 

⑥ １４：００～ 蛇田中 対 湊・雄勝中 協会 住吉 河南東 

４月２９日（日） 会場（ 河南西中学校 ）  

  時間 組み合わせ 主審 副審  副審 

①  ９：００～ 矢本一中 対 女川一中 協会 矢本二 渡波 

③ １１：００～ 女川一中 対 万石浦中 協会 矢本二 門脇 

⑤ １３：００～ 矢本一中 対 万石浦 協会 門脇 渡波 

４月２９日（日） 会場（ 河南西中学校 ）  

  時間 組み合わせ 主審 副審  副審 

② １０：００～ 矢本二中 対 門脇中 協会 矢本一 女川一 

④ １２：００～ 門脇中 対 渡波中 協会 女川一 万石浦 

⑥ １４：００～ 矢本二中 対 渡波中 協会 矢本一 万石浦 

        

４月３０日（月）準々決勝・準決勝   会場（河南東中学校） 

  時間 組み合わせ 主審 副審  副審 

① ９：００～ Ａ１位 対 Ｄ２位 協会 Ｃ２ Ｂ１ 

② １０：００～ Ｃ２位 対 Ｂ１位 協会 Ａ１ Ｄ２ 

③ １３：００～ ＡＤ勝者 対 ＣＢ勝者 協会 ９：００敗者 １０：００敗者 

４月３０日（月）準々決勝・準決勝   会場（河南西中学校）  

④  ９：００ Ｃ１位 対 Ａ２位 協会 Ｂ２ Ｄ１ 

⑤ １０：００～ Ｂ２位 対 Ｄ１位 協会 Ｃ１ Ａ２ 

⑥ １３：００～ CA 勝者 対 DB 勝者 協会 ９：００敗者 １０：００敗者 

        

５月３日（木）3位決定戦・決勝   会場（石巻総合運動公園ふれあいＧ） 

  時間 組み合わせ 主審 副審  副審 

① ９：３０～   対   協会 協会 協会 

② １１：００～   対   協会 協会 協会 

 

 



4 月２９日（日） 

 河南東中学校 河南西中学校 

 試合 試合 主審 副審 副審 その他 試合 試合 主審 副審 副審 その他 

9:00 
住吉 山下 協会 蛇田 

湊・ 

雄勝 

青葉 

河南東 
矢本一 女川一 協会 矢本二 渡波 

万石浦 

門脇 

10:00 
蛇田 青葉 協会 住吉 山下 

河南東 

湊・雄勝 
矢本二 門脇 協会 矢本一 女川一 

万石浦 

渡波 

11:00 
山下 河南東 協会 蛇田 青葉 

住吉 

湊・雄勝 
女川一 万石浦 協会 矢本二 門脇 

矢本一 

渡波 

12:00 
青葉 湊・雄勝 協会 山下 河南東 

住吉 

蛇田 
門脇 渡波 協会 女川一 万石浦 

矢本二 

矢本一 

13:00 
住吉 河南東 協会 青葉 

湊・ 

雄勝 

山下 

蛇田 
矢本一 万石浦 協会 門脇 渡波 

女川一 

矢本二 

14:00 
蛇田 湊・雄勝 協会 住吉 河南東 

山下 

青葉 
矢本二 渡波 協会 矢本一 万石浦 

門脇 

女川一 

 

 

 

４月３０日（月） 

 河南東中学校 河南西中学校 

 試合 試合 主審 副審 副審 その他 試合 試合 主審 副審 副審 その他 

9:00 Ａ１ Ｄ２ 協会 Ｃ２ Ｂ１  Ｃ１ Ａ２ 協会 Ｂ２ Ｄ１  

10:00 Ｃ２ Ｂ１ 協会 Ａ１ Ｄ２  Ｂ２ Ｄ１ 協会 Ｃ１ Ａ２  

13:00 ＡＤ勝 ＣＢ勝 協会 ＡＤ敗 ＣＢ敗  ＣＡ勝 ＢＤ勝 協会 ＣＡ敗 ＢＤ敗  

 

 

 

５月３日（木） 

 ふれあいＧ  

 試合 試合 主審 副審 副審 その他 試合 試合 主審 副審 副審 その他 

9:30   協会 協会 協会        

11:00 
  協会 協会 協会        

 

 

 

 

 

 

 


