
第９回クロスカップサッカー大会要項 

 

〔１〕  主催    クロススポーツ 
     協賛    （株）モルテン、ミカサ、ガビック 
 
〔２〕 大会委員長 小金丸（クロススポーツ） 

運営委員 筬島（原）,副島（当仁）,波多江（東光）,黒瀬（野間）,柴田（城香),宇都宮（金武）, 
福原（香椎２）,池田（住吉）,廣瀬（春吉）, 藤本（席田）,黒松（平尾）,金田（青葉）,古賀（高宮）,

干潟（東光）,荒巻（友泉）,小島（東光）,西岡(老司），高輪（老司）,杉山（柏原） 
      
〔３〕 期日    ２０１４年４月１３日（日）、２０日（日）、２７日（日） 
 

〔４〕  試合方法    
     予選１次リーグ・・・１２パート、別表１参照 
               ５チームリンクリーグ６０分ゲーム 

４チームの総当たり５０分ゲーム 
     予選２次リーグ・・・別表２参照 
            
     順位決定トーナメント・・・別表３参照 
                      
〔５〕  試合日程、審判割り 
 

予選１次リーグ （４チームリーグ）            ５チームリンクリーグ 

試合 開始時間 対戦 審判  試合 開始時間 対戦 審判 

① 9:00～ い－ろ に  ① 9:00～ い－ろ ほ 

② 10:00～ は－に い  ② 10:10～ は－に ろ 

 Ｂ戦   Ｂ戦 

③ 12:00～ い－は ろ  ③ 12:00～ い－ほ に 

④ 13:00～ に－ろ は  ④ 13:10～ は－ろ い 

 Ｂ戦   Ｂ戦 

⑤ 15:00～ い－に ろ  ⑤ 15:00～ に－ほ は 

⑥ 16:00～ は－ろ い      
 

※必要に応じて、各パートで打ち合わせの上、審判割等を変えていただいても構いません。 

 

 

 

 



〔６〕参加チーム、組み合わせ 
 
① 参加チーム 計５８チーム 

地区 出場チーム チーム数  

東区 箱崎，箱崎清松，多々良,多々良中央，香椎一，香椎二，香椎三，青葉，城香，和白,照葉 １１チーム 

博多区 千代，博多，住吉，板付，席田，三筑，東光，吉塚， ８チーム 

南区 野間，横手，柏原，日佐，高宮，長丘，老司，宮竹,三宅 ９チーム 

城南区 城西，梅林，片江，友泉 ４チーム 

中央区 春吉，平尾，当仁，上智福岡，大濠,警固,舞鶴 ７チーム 

早良区 原北，原中央，次郎丸，田隈，原，西福岡,早良,西南学院,金武,高取,百道 １１チーム 

西区 春期リーグ開催のため不参加  

その他 篠栗北，前原，二丈，古賀東，粕屋東，筑紫野南,古賀北.春日西 ８チーム 
 
② パート分け（１２会場)  

 

 

〔７〕順位決定  

 勝ち点制 勝ち・・・３点，引き分け・・・１点，負け・・・０点 
 ① 勝ち点の多い方を上位とする。 
 ② 勝ち点が同じ場合は，得失点差の多い方を上位とする。 
 ③ 得失点差も同じ場合，直接対決の勝者を上位とする。 
 ④ 直接対決が引き分けの場合，もしくは，直接対決がない場合は，得点の多い方を上位とする。 
 ⑤ 得点も同じ場合は，コイントスによって決定する。 
※ただし，順位決定トーナメント以降は,引き分けの場合,ＰＫルールをもって勝者を決定する。 

 い ろ は に ほ 会場  会場・運営責任者  
A 宮竹 早良 三宅 城西  西南 三宅 尾園 

B 篠栗北 当仁 原 横手 二丈 原 筬島 

C 柏原 春日西 三筑 筑紫野南 金武 三筑 鶴田 

D 高取 老司 梅林 原中央  次郎丸 梅林 伊藤 

E 高宮 東光 春吉 長丘 上智福岡 春吉 廣瀬 

F 多々良中央 城香 野間 箱崎清松 和白 野間 黒瀬 

G 板付 香椎２ 粕屋東 青葉 古賀北 粕屋東 樋口 

H 古賀東 香椎３ 多々良 照葉 吉塚 多々良 森口 

I 田隈 博多 百道 日佐 前原 百道 恵良 

J 席田 千代 香椎一 箱崎 舞鶴 香椎一 弓削 

K 片江 住吉 平尾 西福岡  平尾 黒松 

L 原北 大壕 友泉 警固  友泉 荒巻 



〔８〕申し合わせ事項 
 ① 大会運営については参加校全ての顧問（監督），コーチのご協力をねがいします。 
 ② 大会２，３日目については会場校をお願いしている学校が自校で試合ができるとは限りません 
  ので，ご協力とご理解をお願いします。 
 ③ ユニフォームは２着準備し，試合開始１５分までに着替えておく。 
 ④ 競技規則は，２０１４年度日本サッカー協会「競技規則」に準ずる。また，警告は累積し，２

回で次の１試合の出場を停止します。退場は，その試合と次の１試合の出場を停止します。 
 ⑤ 審判については，主審は顧問がする。副審についてはレギュラークラスの生徒でお願いします。

                             （各パートで話し合って下さい。） 
 ⑥ ゴミは各自持って帰ること。校舎内には立ち入らないことなど，会場校に迷惑をかけないよう

にお願いします。生徒には，先生方の指示・注意には素直に従うよう伝えて下さい。また，保護

者等の車の件や，喫煙についても顧問者の方から連絡をお願いします。(福岡市立中学校は敷地内

禁煙) 
 ⑦ 出場選手枠に制限はしません。 
 ⑧ 試合中の選手のけが・事故については学校安全会の範囲でお願いします。 
                  （病院については会場校の先生に相談して下さい）   
 ⑨ ２，３日目試合会場等につきましては，市内の公立中学校に関しましては連絡で送付します。

私立，市外の中学校に関しましてはFAXで連絡します。また，各会場の試合終了後，会場校の先

生は，お手数ですがその日のうちに試合結果表は柏原中学校にFAXして下さい。 
    （柏原中学校 ℡566-1181，ＦＡＸ５６６－１４８２） 
     
〔９〕表彰 
 ①参加校全てに，記念品を贈呈する。 
 ②優勝，準優勝のチームにはトロフィー・楯・副賞，３位チームには副賞を授与する。 
 ③最終日の１位のチームにも副賞を授与する。 

 
〔１０〕会場校（現在予定される所） 
 2日目 4月20日(日) 高宮 当仁 百道 照葉 平尾 梅林 香椎３ 柏原   
  板付 横手                        １０校  
3日目 4月27日(日) 春吉 三筑 平尾 古賀北 原北 片江 板付 野間 前原 粕屋東  

香椎２                          １１校 

 

別表１ 予選１次リーグ ４月１０日（日） 

別紙２ 予選２次リーグ ４月１７日（日） 
別表３ 順位決定トーナメント・リーグ戦   ４月２４日（日） 


