
2017年度 第19回ドラゴンカップU-14大会 監督会議 進行表 

 

７：３０開館 

８：３０～（市民体育館１Ｆロビー） ※2日目は８：００～ 

１．主催者挨拶（傳田総監督） 

２．参加チーム自己紹介 

３．会場の使用上注意（実行委員会会場担当） 

○W-up場所とボール使用の可否 

・体育館西側廊下・東側廊下でのW-upはボール使用不可 

・アリーナ内W-upゾーンはボール使用可（ただし次戦チーム優先） 

・前試合のインターバルは次戦チームがピッチ内でボール使用可 

・試合中のW-upはベンチ後方でボール使用不可 

○トイレ、水道、チーム控え場所、保護者応援場所、下駄箱 

４．確認作業（実行委員会競技担当） 

①大会要項の要点を確認 

○競技時間 

・18分-5分-18分のランニングタイムです。（タイムアウトありません） 

・インターバルの5分は前半終了後から後半開始までを5分とします。 

・記録係は主審チーム、得点盤係は第2審判チームでお願いします。 

○決勝大会（トーナメント戦）の勝敗が決しない場合 

・PK戦（３人）により次戦進出チームを決定します。 

・３人が終了した時点で尚同点の場合はサドンデス方式です。 

・決勝戦は3分-3分の延長戦を行います。 



②審判割当の確認 

・今大会はフットサル審判資格の有無は不問です。 

・サッカーも含めて審判経験がない場合は本部に申し出てください。 

・フットサルU-15ルールで不明な点は本部に問い合わせてください。 

（フットサル特有のルールにご注意ください、今シーズンルール改正ありません） 

③メンバー表の確認 

・事前にメール申込みされたメンバー表を訂正する場合は本部へ申し出てください。 

・GKが1名で複数チーム出場の場合、重複しての登録を認めます。 

５．集金担当より大会参加費の徴収 

・本日の参加費3,000円（2日分まとめて支払いの場合は6,000円） 

６．諸注意 

○インフルエンザが流行している時期なので握手セレモニーは自粛します 

○試合以外の時間はマスク着用等で予防に努めてください 

○盗難・シューズの取り違えなどにご注意ください 

○忘れ物等が無いようにお帰りの際は点検をお願いします 

○フェアープレーでお願いします 

○大会初日に「優勝カップ返還式」を行いますので、前年度優勝の「ヴェンセール」さん

は準備をお願いいたします。 

○表彰式はU-14決勝大会1位～3位チーム全員でお願いします。 

 （早く帰る場合はご相談ください） 



M 時間 主審 第2審判

7:30

8:30

① c 9:00 常盤中学校 VS ヴェンセールU13 信・飯 エスぺ

② c 9:50 信濃・飯綱 VS エスペランサ 常盤 ヴェンセ13

③ c 11:00 エスペランサ VS 常盤中学校 ヴェンセ13 信・飯

④ c 11:50 ヴェンセールU13 VS 信濃・飯綱 エスぺ 常盤

⑤ a 12:40 中野平中学校 VS 小布施中学校 ヴェンセZ 墨坂

⑥ b 13:30 墨坂中学校 VS みゆき野FC 中野平 小布施

⑦ a 14:20 小布施中学校 VS ヴェンセールX 墨坂 みゆき野

⑧ b 15:10 みゆき野FC VS ヴェンセールZ 小布施 ヴェンセX

⑨ a 16:00 ヴェンセールX VS 中野平中学校 みゆき野 ヴェンセZ

⑩ b 16:50 ヴェンセールZ VS 墨坂中学校 ヴェンセX 中野平

17:40

18:00

インターバルの5分間は次の試合のチームがピッチ内を使用可能です。
前試合終了後から次の試合のチームがピッチ内を使用できますが試合開始時間は守ってください。
記録係は主審チーム、得点盤係は第2審判チームが担当してください。

競技終了・片付け・清掃

退　館

試合時間　1８分－５分－1８分　ランニングタイム（タイムアウトはありません。）

開館　・　準備

監督会議・審判割当確認

再変更版

調整時間

2017年度　第19回ドラゴンカップジュニアユースU-14フットサル大会

◇12月9日（土）　1次ラウンド（予選リーグ）

予　　　定



M 時間 主審 第2審判

7:30

8:00

① 3位 8:30 a3位 VS b3位 c3位 a2位

② 2位 9:20 a2位 VS b2位 a3位 b3位

③ 3位 10:10 b3位 VS c4位 a2位 b2位

④ 2位 11:00 b2位 VS c3位 b3位 c4位

⑤ 3位 11:50 c4位 VS a3位 b2位 c3位

⑥ 2位 12:40 c3位 VS a2位 c4位 a3位

⑦ 決勝 13:30 a1位 VS c2位 c1位 b1位

⑧ 決勝 14:20 c1位 VS b1位 a1位 c2位

⑨ 決勝 15:30 ⑦敗者 VS ⑧敗者 ⑦勝者 ⑧勝者

⑩ 決勝 16:20 ⑦勝者 VS ⑧勝者 ⑦敗者 ⑧敗者

17:10

17:30

18:00

記録係は主審チーム、得点盤係は第2審判チームが担当してください。

競技終了・片付け・清掃

退　館

試合時間　1８分－５分－1８分　ランニングタイム（タイムアウトはありません。）
インターバルの5分間は次の試合のチームがピッチ内を使用可能です。
前試合終了後から次の試合のチームがピッチ内を使用できますが試合開始時間は守ってください。

表彰式・閉会式

調整時間

2017年度　第19回ドラゴンカップジュニアユースU-14フットサル大会

◇12月10日（日）　決勝トーナメント・順位リーグ

予　　　定

開館　・　準備

監督会議・審判割当確認

変更版



2017年度　第19回ドラゴンカップフットサル大会　U-14予選大会　星取表
変更版変更版変更版変更版

（aブロック）

中野平 小布施 VX 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失差 FPP 順位

中野平中学校

小布施中学校

ヴェンセールX

（bブロック）

墨坂 みゆき野 VZ 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失差 FPP 順位

墨坂中学校

みゆき野FC

ヴェンセールZ

（cブロック）

常盤 V13 信・飯 エスぺ 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失差 FPP 順位

常盤中学校

ヴェンセールU13

信濃・飯綱

エスペランサ

aブロックbブロック各1位とcブロック上位2チームが、決勝大会に進出する。

aブロックbブロック各2位とcブロック3位が、2位リーグ（5位～7位決定リーグ）を行う。

aブロックbブロック各3位とcブロック4位が、3位リーグ（8位～10位決定リーグ）を行う。

FPP（フェアプレーポイント）
警告1回：１ポイント
警告2回による退場1回：３ポイント
１発退場1回：３ポイント
警告1回に続く１発退場1回：４ポイント



2017年度　第19回ドラゴンカップフットサル大会　U-14決勝大会　星取表

（決勝トーナメント）

決勝トーナメントで、同点の場合はPK戦で勝者を決定する。

（5位～7位決定リーグ）

勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失差 FPP 順位

a2位

b2位

c3位

（8位～10位決定リーグ）

勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失差 FPP 順位

a3位

b3位

c4位

aブロックbブロック各1位とcブロック上位2チームが、決勝大会に進出する。

aブロックbブロック各2位とcブロック3位が、順位リーグ（5位～7位決定リーグ）を行う。

aブロックbブロック各3位とcブロック4位が、順位リーグ（8位～10位決定リーグ）を行う。

FPP（フェアプレーポイント）
警告1回：１ポイント
警告2回による退場1回：３ポイント
１発退場1回：３ポイント
警告1回に続く１発退場1回：４ポイント

a1位

c2位

b1位

c1位

③敗者

④敗者


