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伊藤　直司 （一般社団法人　三重県サッカー協会理事）

樋口　士郎 （一般社団法人　三重県サッカー協会理事）

清水　栄嗣 （一般社団法人　三重県サッカー協会理事）
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間島　宗一 （一般社団法人　三重県サッカー協会理事）

片野　典和 （一般社団法人　三重県サッカー協会理事）
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谷口　鯉司
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二井　清和 大森　貴史　 北　圭一郎 野田麻祐子

田中　大知 飛弾　　暁 綿谷　拓哉 加藤　雅規

坂本　克則 山中　俊毅 東　　義人 平岡　正隆

森　　健輔 奥井　　守 岩谷　俊輔 中西　達也

審判委員長 市野　嘉也

審判委員 阿部　　弥 西口　智也 水谷　幸平 西田　友亮

佐々木智明 伊藤　圭太 綿谷　拓哉 坂本　克則

大会役員

競技委員　

大会副委員長

大会委員長

大会副会長

大会長

競技副委員長

競技委員長



１． 一般社団法人 三重県サッカー協会

２． 一般社団法人 三重県サッカー協会　３種委員会

３． 三重県中学校体育連盟　三重県クラブユースサッカー連盟　ＡＧＦ鈴鹿株式会社

４． 株式会社ミカサ　　株式会社モルテン

５． ◇地区予選（８地区）

2022年11月26日（土）まで（決勝トーナメント進出チームの決定）　県内各地

◇決勝トーナメント

2022年12月3日（土） 1・2回戦 県内各地

2022年12月10日（土） 準決勝 四日市市中央緑地公園

2022年12月17日（土） 決勝 伊賀市上野運動公園競技場

６． 2022年度公益財団法人 日本サッカー協会３種に登録（中体連）した中学２年生以下

のチーム。

別に定める合同チーム参加規定を満たし、地区で承認された合同チームの参加を認

める。

中学校体育連盟加盟チームは、その中学校に在籍したＪＦＡ女子加盟チームの登録

選手を移籍手続きをすることなく出場することを認める。

一つのチームで大会メンバー登録した選手は、異なるチームへ移籍後再び大会メン

バー登録することは出来ない。

７． 最新の公益財団法人 日本サッカー協会2021/2022競技規則に準ずる。

試合方法

◇地区予選

試合時間は６０分（５０分も可）とし、各地区、各チームの活動状況に応じて実施し、

決勝トーナメント進出チームを決定する。

◇決勝トーナメント

試合時間は６０分とし、トーナメント戦とする。

同点の場合、延長戦は行なわずＰＫ方式により勝者を決定する。

・ハーフタイムのインターバル（前半終了から開始まで）：原則１０分間

・ＰＫ方式に入る前のインターバル：原則１分間

決勝トーナメントより、試合開始６０分前までにメンバー表２部と選手証を本部へ

提出する。（選手証は、電子登録証での提出も可とする）

審判については、決勝トーナメント1・2回戦まではチーム帯同審判員とし、担当を

割当てる。準決勝および決勝戦については、３種委員会にて割当てる。

主審は原則有資格者とし、副審はルールを熟知した選手でも可とする。

８．選手の用具 ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、本競技会に登録し

た正･副２組のものを持参すること。チームのユニフォーム（ゴールキーパーのユ

ニフォームを含む）のうちシャツの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判

別し得るものでなければならない。

各試合において、登録した選手番号を付けること。ショーツの選手番号については

付けることが望ましい。着用できる番号は１～９９番とする。

ストッキングにテープまたはその他の素材のものを貼り付ける、または外部に着用

する場合、ストッキングと同色でなくてもよい。

アンダーシャツの色は問わない。ただし、着用する場合はチーム内で同色のものを

着用する。

アンダーショーツ及びタイツの色は問わない。ただし、着用する場合はチーム内で

同色のものを着用する。

ユニホームのショーツ、ストッキングのデザイン、ロゴ等が異なっていても、主た

る色が同系色であれば着用することができる。

ゴールキーパーのユニホームについて、ショーツ、ストッキングはフィールドプレ

ーヤーと同系色でも良いものとする。

９． 本大会は、日本サッカー協会「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。

大会規律委員会は、三重県サッカー協会３種委員長、副委員長、事務局、審判部長

および事業担当理事で構成する。

大会期間中に警告を２回受けた選手等は、次の１試合に出場できない。

なお、累積警告は、決勝トーナメントへ持ち越しはしない。

本大会において退場を命じられた選手等は、次の１試合に出場できず、それ以降の

処置については大会規律委員会において決定をする。

10． 大会参加費は５，０００円とする。

参加チームは、必ず傷害保険に加入すること。

会場美化には十分注意し、ゴミは各自持ち帰る。

令和4年6月24日付「公式戦における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対策
について」および別途通知する対策を遵守すること。
感染対策責任者：地区予選＝各地区3種理事／決勝トーナメント＝3種委員会森川武昭

期日・会場

　　　カップ　第３４回　三重県中学生新人サッカー大会
　　　　　　　　　　中学校の部　要項

主催

主管

共催

後援

⑥ 雨天の場合でも試合は決行する。ただし、午前６時に三重県下に暴風警報が発令され
ていた場合、その日の大会を延期する。午前６時に大雨警報や洪水警報が発令され、
会場運営ができず試合を中止する場合は、該当チームに連絡をする。

参加資格 ①

②

③

④

大会規則 ①

②

③ 申込み時に２０名をエントリーし、選手交代は９名までとする。また、交代して退い
た選手が交代要員となって再び出場することができる。なお、選手に変更がある時
は、「選手変更用紙」に記入し、大会当日、本部に１部提出する。

④

⑤

⑧

①

②

③

④

⑤

⑦

懲罰 ①

②

③

④

その他 ①

②

③

④

 



１． 一般社団法人 三重県サッカー協会

２． 一般社団法人 三重県サッカー協会　３種委員会

３． 三重県中学校体育連盟　三重県クラブユースサッカー連盟　ＡＧＦ鈴鹿株式会社

４． 株式会社ミカサ　　株式会社モルテン

５． ◇地区予選（８地区）

2022年11月26日（土）まで（決勝トーナメント進出チームの決定）　県内各地

◇決勝トーナメント

2022年12月3日（土） 1・2回戦 県内各地

2022年12月10日（土） 準決勝 四日市市中央緑地公園

2022年12月17日（土） 決勝 伊賀市上野運動公園競技場

６． 2022年度公益財団法人 日本サッカー協会３種に登録（クラブ連盟・その他）した中

学２年生以下のチーム。

出場チームの同一下部組織第４種（ＪＦＡクラブ申請済みクラブ）登録選手に限り、

種別変更せず第４種登録選手のまま出場を認める。

一つのチームで大会メンバー登録した選手は、異なるチームへ移籍後再び大会メン

バー登録することは出来ない。

７． 最新の公益財団法人 日本サッカー協会2021/2022競技規則に準ずる。

試合方法

◇地区予選

試合時間は６０分（５０分も可）とし、各地区、各チームの活動状況に応じて実施し、

決勝トーナメント進出チームを決定する。

◇決勝トーナメント

試合時間は６０分とし、トーナメント戦とする。

同点の場合、延長戦は行なわずＰＫ方式により勝者を決定する。

・ハーフタイムのインターバル（前半終了から開始まで）：原則１０分間

・ＰＫ方式に入る前のインターバル：原則１分間

決勝トーナメントより、試合開始６０分前までにメンバー表２部と選手証を本部へ

提出する。（選手証は、電子登録証での提出も可とする）

審判については、決勝トーナメント1・2回戦まではチーム帯同審判員とし、担当を

割当てる。準決勝および決勝戦については、３種委員会にて割当てる。

主審は原則有資格者とし、副審はルールを熟知した選手でも可とする。

８．選手の用具 ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については、本競技会に登録し

た正･副２組のものを持参すること。チームのユニフォーム（ゴールキーパーのユ

ニフォームを含む）のうちシャツの色彩は、審判員が通常着用する黒色と明確に判

別し得るものでなければならない。

各試合において、登録した選手番号を付けること。ショーツの選手番号については

付けることが望ましい。着用できる番号は１～９９番とする。

ストッキングにテープまたはその他の素材のものを貼り付ける、または外部に着用

する場合、ストッキングと同色でなくてもよい。

アンダーシャツの色は問わない。ただし、着用する場合はチーム内で同色のものを

着用する。

アンダーショーツ及びタイツの色は問わない。ただし、着用する場合はチーム内で

同色のものを着用する。

ユニホームのショーツ、ストッキングのデザイン、ロゴ等が異なっていても、主た

る色が同系色であれば着用することができる。

ゴールキーパーのユニホームについて、ショーツ、ストッキングはフィールドプレ

ーヤーと同系色でも良いものとする。

９． 本大会は、日本サッカー協会「懲罰規程」に則り、大会規律委員会を設ける。

大会規律委員会は、三重県サッカー協会３種委員長、副委員長、事務局、審判部長

および事業担当理事で構成する。

大会期間中に警告を２回受けた選手等は、次の１試合に出場できない。

なお、累積警告は、決勝トーナメントへ持ち越しはしない。

本大会において退場を命じられた選手等は、次の１試合に出場できず、それ以降の

処置については大会規律委員会において決定をする。

10． 大会参加費は５，０００円とする。

参加チームは、必ず傷害保険に加入すること。

会場美化には十分注意し、ゴミは各自持ち帰る。

令和4年6月24日付「公式戦における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する対策

について」および別途通知する対策を遵守すること。

感染対策責任者：地区予選＝各地区3種理事／決勝トーナメント＝3種委員会森川武昭

①

期日・会場

　　　カップ　第３４回　三重県中学生新人サッカー大会
　　　　　　　　　　クラブの部　要項

主催

主管

共催

後援

⑥ 雨天の場合でも試合は決行する。ただし、午前６時に三重県下に暴風警報が発令され
ていた場合、その日の大会を延期する。午前６時に大雨警報や洪水警報が発令され、
会場運営ができず試合を中止する場合は、該当チームに連絡をする。

参加資格 ①

②

③

大会規則 ①

②

③ 申込み時に２０名をエントリーし、選手交代は９名までとする。また、交代して退い
た選手が交代要員となって再び出場することができる。なお、選手に変更がある時
は、「選手変更用紙」に記入し、大会当日、本部に１部提出する。

④

⑤

②

③

④

⑤

懲罰 ①

⑦

⑧

②

④

その他 ①

②

③

④

③

 



ＡＧＦカップ第３４回三重県中学生新人サッカー大会　中学校の部決勝トーナメント組合せ

12月10日 12月17日

会場：四日市市中央緑地公園

会場：伊賀市上野運動公園競技場

会場：四日市市中央緑地公園

14 熊南①：矢渕中学校

15 桑員①

16 松阪②

11 三泗③

12 津③

13 三泗①

7 鈴亀②

優
勝

8 松阪①

9 津②

10 南勢①

4 桑員②

5 鈴亀①

6 津①

3 三泗④

12月3日

1 三泗②

2 鈴亀③



ＡＧＦカップ第３４回三重県中学生新人サッカー大会　クラブの部決勝トーナメント組合せ　

12月10日 12月17日

会場：四日市市中央緑地公園

会場：伊賀市上野運動公園競技場

会場：四日市市中央緑地公園

N 三泗①

O 津②

P 鈴亀①

K 南勢①

L 松阪②

M 鈴亀②

G 伊賀①

優
勝

H 松阪①

I 伊賀③

J 桑員①

D 伊賀②

E 桑員②

F 三泗③

C 南勢②

12月3日

A 津①

B 三泗②



優　勝 準優勝

第１回 桃青中学校 創徳中学校 東員第二中学校 長島中学校

第２回 白鳥中学校 光陵中学校 大池中学校 阿山中学校

第３回 平田野中学校 常磐中学校 崇廣中学校 青山中学校

第４回 桃青中学校 三滝中学校 名張南中学校 阿山中学校

第５回 名張北中学校 大木中学校 創徳中学校 大池中学校

第６回 桜中学校 東部中学校 名張北中学校 内部中学校

第７回 平田野中学校 創徳中学校 大木中学校 桜中学校

第８回 鼓ケ浦中学校 白子中学校 平田野中学校 富洲原中学校

第９回 朝陽中学校 緑ケ丘中学校 西郊中学校 白鳥中学校

第１０回 陵成中学校 名張ＦＣテコス 橋南中学校 ＦＣ松阪ＪＹ

第１１回 名張ＦＣテコス 伊勢ＳＣ 西郊中学校 楠中学校

第１２回 陵成中学校 西郊中学校 伊勢港中学校 桜中学校

第１３回 陽和中学校 西郊中学校 名張ＦＣテコス 陵成中学校

第１４回 四日市中央ＦＣ 潮南中学校 鼓ケ浦中学校 名張ＦＣテコス

第１５回 伊賀ＦＣ ＦＣ松阪 四日市中央ＦＣ 西郊中学校

第１６回 四日市中央ＦＣ ＦＣ松阪 西郊中学校 ＦＣスフィーダ

第１７回 ＦＣ四日市 ＦＣ桑名 津ラピドＦＣ 阿山中学校

第１８回 ＦＣ四日市 鼓ケ浦中学校 ＦＣ桑名 羽津中学校

第１９回 ソシエタ伊勢ＳＣ 常磐中学校 ＦＣ桑名 鼓ケ浦中学校

第２０回 ＦＣ四日市 ソシエタ伊勢ＳＣ 伊賀ＦＣ 創徳中学校

第２１回 津ラピドＦＣ 名張テコス ＦＣ松阪 ソシエタ伊勢ＳＣ

第２２回 ソシエタ伊勢ＳＣ 津ラピドＦＣ 名張テコス FC.Avenidasol

第２３回 ソシエタ伊勢ＳＣ 伊賀ＦＣ 津ラピドＦＣ 鈴鹿レジェンド

第２４回 津ラピドＦＣ 鈴鹿レジェンド 光陵中学校 津フットボールクラブＷ１

第２５回 ＦＣ桑名 FC.Avenidasol 光陵中学校 津ラピドＦＣ

第２６回 ソシエタ伊勢ＳＣ 津ラピドＦＣ 伊賀ＦＣ ＩＦＣ ＶＩＥＮＴＯ

第２７回 FC.Avenidasol 伊勢ＹＡＭＡＴＯ 鈴鹿ＳＣ 名張ＦＣテコス

第２８回 ソシエタ伊勢ＳＣ 三重ｻｯｶｰｱｶﾃﾞﾐｰ FC.Avenidasol ヴェルデラッソ松阪Uー１５

第２９回 三重ｻｯｶｰｱｶﾃﾞﾐｰ ＦＣ松阪 鈴鹿レジェンド 津ラピドＦＣ

第３０回 Ｈ&Ａ 津フットボールクラブＷ１ 津ラピドＦＣ ＩＦＣ ＶＩＥＮＴＯ

第３１回 津ラピドＦＣ 三重ｻｯｶｰｱｶﾃﾞﾐｰ 大池中学校 小俣中学校

第３２回 ヴェルデラッソ松阪Uー１５ FCグランリオ鈴鹿 大池中学校 明和中学校

鈴峰中学校 矢渕中学校

三重ｻｯｶｰｱｶﾃﾞﾐｰ ヴェルデラッソ松阪Uー１５

歴代の大会結果

第３位

第３３回

第３４回

（2022年）


