
2019年度　静岡市中学校総合体育大会サッカー

●予選リーグ（25分ハーフ） 36チーム

会場担当 A B C D E F G H

１位 静学 翔洋 橘 豊田 東 庵原 清水七 南

２位 東豊田 大里 中島 飯田 長田南 清水八 竜爪 籠上

３位 美和 長田西 袖師 三サレ 清水六 由比 清水二 蒲原

４位 清水一 附属 末広 服織 高松 観山 城内 安東

５位 清水五 聖光 清水四 興津

６月２２日 静岡学園② 翔洋PM② 聖光⑤ 静岡学園② ② 中島⑤

６月２３日 橘⑤ 中島⑤

６月２９日 静岡学園④ 中島④ 橘⑤ 清水⑤ 中島②

６月３０日 聖光⑤ 中島② 中島④ 清水⑤

Aブロック　 Eブロック
日/場所 ﾁｰﾑ 時間 ﾁｰﾑ 審判 日/場所 ﾁｰﾑ 時間 ﾁｰﾑ 審判
6月22日 静学 美和 庵原由比 長田南 清水四 東清水六

静学 東豊田 清水一 清水八観山 6月23日 東 高松 清水四長田南

静学 清水一 美和 中島 清水六 清水四 高松東
6月29日 東豊田 美和 静学 長田南 高松 清水六清水四

静学 静学 東豊田 清水一 東 清水六 長田南高松

美和 清水一 東豊田 清水六 高松 東長田南
6月29日 東 清水四 清水六高松

Bブロック　 開会式　１３：００ 清水 長田南 清水六 清水四東
日/場所 ﾁｰﾑ 時間 ﾁｰﾑ 審判 高松 清水四 長田南清水六

6月22日 翔洋 長田西 竜爪城内 東 長田南 高松清水四

翔洋 大里 附属 翔洋長田西

翔洋 附属 庵原観山 Fブロック　

6月29日 大里 長田西 翔洋 日/場所 ﾁｰﾑ 時間 ﾁｰﾑ 審判
中島 翔洋 大里 長田西 6月22日 庵原 由比 静学美和

長田西 附属 清水八由比 静学 清水八 観山 東豊田清水一

6月29日 庵原 観山 大里
中島 清水八 由比 附属

Cブロック 6月30日 庵原 清水八 城内清水七

日/場所 ﾁｰﾑ 時間 ﾁｰﾑ 審判 中島 由比 観山 清水二城内

中島 清水五 橘袖師
6月23日 橘 末広 清水五中島 Ｇブロック　

橘 袖師 清水五 末広橘 日/場所 ﾁｰﾑ 時間 ﾁｰﾑ 審判
中島 末広 袖師清水五 6/22翔洋 竜爪 城内 大里附属

橘 袖師 中島末広 6/22中島 清水七 清水二 南蒲原

袖師 末広 橘中島 清水七 城内 竜爪清水二

6月29日 橘 清水五 袖師末広 6月30日 竜爪 清水二 庵原清水八

橘 中島 袖師 清水五橘 中島 清水七 竜爪 由比観山
末広 清水五 中島袖師 清水二 城内 清水七竜爪

橘 中島 末広清水五

Dブロック　　　　　 Hブロック
日/場所 ﾁｰﾑ 時間 ﾁｰﾑ 審判 日/場所 ﾁｰﾑ 時間 ﾁｰﾑ 審判

飯田 聖光 豊田三サレ 籠上 興津 安東南
6月22日 豊田 服織 聖光飯田 6月22日 南 安東 興津籠上
聖光 三サレ 聖光 服織豊田 中島 蒲原 興津 籠上安東

飯田 服織 三サレ聖光 籠上 安東 蒲原興津
豊田 三サレ 飯田服織 南 蒲原 清水七清水二

三サレ 服織 豊田飯田 蒲原 安東 南籠上
6月30日 豊田 聖光 三サレ服織 6月30日 南 興津 蒲原安東
聖光 飯田 三サレ 聖光豊田 清水 籠上 蒲原 興津南

服織 聖光 飯田三サレ 安東 興津 籠上蒲原
豊田 飯田 服織聖光 南 籠上 安東興津

※試合間は100分あける。 左側：主審＆本部、右側：線審（２名）

翔洋①

中島①



7/6（土）　　　　7/7（日） 　　7/13（土）

（３０分H→PK） ３会場８試合　　　２会場 ８試合 　１会場 ４試合
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●決勝TM　審判割＆役員

役員：敗退チーム顧問

7月6日 清水総合 役員： 主審 線審 線審 ４審

① 9:00 A1位　 VS H２位　 清水協会 H１位　 A2位 役員

② 10:15 H１位　 VS A2位 清水協会 A1位　 H２位　 役員

③ 11:30 E１位　 VS D2位 清水協会 D１位　 E２位 役員

④ 12:45 D１位　 VS E２位 清水協会 E１位　 D2位 役員

7月6日 中島 役員： 主審 線審 線審 ４審

① 9:00 C１位　 VS F２位 静岡協会 F１位 C2位 役員

② 10:15 F１位 VS C2位 静岡協会 C１位　 F２位 役員

7月6日 翔洋 役員：
① 13:00 G１位 VS B2位 静岡協会 B1位 G２位　 役員

② 14:15 B1位 VS G２位　 静岡協会 G１位 B2位 役員

7月7日 清水総合 役員： 主審 線審 線審 4審
①準々決勝 9:00 VS 清水協会 ② ② 役員

②準々決勝 10:15 VS 清水協会 ① ① 役員

③準決勝 13:00 VS 清水協会 役員 役員 役員

④敗復e 14:15 VS 役員 ③ ③ 役員

25H

7月7日 中島人工 役員：
①準々決勝 9:00 VS 静岡協会 ② ② 役員

②準々決勝 10:15 VS 静岡協会 ① ① 役員

③準決勝 13:00 VS 静岡協会 役員 役員 役員

④敗復ｆ 14:15 VS 役員 ③ ③ 役員

25H

7月13日 清水総合 役員：
①７決 9:30 VS 役員 役員 役員 役員

②５決 10:45 VS 役員 役員 役員 役員

③３決 12:00 VS 役員 役員 役員 役員

④決勝 13:15 VS 役員 役員 役員 役員

7月14日 志太榛原
プレーオフ 15:00 静岡8位 ｖｓ 志太榛原


