
第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  松本市サッカー場（北コート） 

 

 

  【注意事項】  ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

         ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

          ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

          ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審  補助審判 

Ａ－①  9：30  千曲  vs  箕輪A 野沢 菅野 

Ａ－②  10：20 菅野  vs  野沢 箕輪A 千曲 

Ａ－③ 11：30 野沢    vs   千曲 菅野 箕輪A 

Ａ－④ 12：20 箕輪A    vs  菅野 千曲 野沢 

Ａ－⑤ 13：30  千曲  vs  菅野 箕輪A 野沢 

Ａ－⑥ 14：20 箕輪A  vs  野沢 千曲 菅野 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  松本市サッカー場（南コート） 

 

 

【注意事項】  ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

         ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

          ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

          ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｂ－①  9：30             三郷  vs  トップストーン伊那 青木 筑北ＳＣ 

Ｂ－②  10：20 筑北ＳＣ   vs  青木 
ﾄｯﾌﾟｽﾄｰﾝ 

伊那 
三郷 

Ｂ－③ 11：30 青木   vs   三郷 筑北ＳＣ 
ﾄｯﾌﾟｽﾄｰﾝ 

伊那 

Ｂ－④ 12：20 トップストーン伊那  vs  筑北ＳＣ 三郷 青木 

Ｂ－⑤ 13：30 三郷  vs  筑北ＳＣ 
ﾄｯﾌﾟｽﾄｰﾝ 

伊那 
青木 

Ｂ－⑥ 14：20 トップストーン伊那  vs  青木 三郷 筑北ＳＣ 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  あがた人工芝（東コート） 

 

 

 【注意事項】  ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

           ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

            ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

            ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｅ－①  9：30 屋代  vs  永明 神川 セダック 

Ｅ－②  10：20 セダック   vs  神川 永明 屋代 

Ｅ－③ 11：30 神川  vs   屋代 セダック 永明 

Ｅ－④ 12：20    永明  vs  セダック 屋代 神川 

Ｅ－⑤ 13：30    屋代  vs  セダック 永明 神川 

Ｅ－⑥ 14：20 永明  vs  神川 屋代 セダック 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  あがた人工芝（西コート） 

 

 

  【注意事項】  ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

             ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

              ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

              ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｆ－①  9：30     明科  vs  茅野玉川 リガーレ 
松川 

少年少女 

Ｆ－②  10：20 松川少年少女   vs  リガーレ 茅野玉川 明科 

Ｆ－③ 11：30 リガーレ  vs   明科 
松川 

少年少女 
茅野玉川 

Ｆ－④ 12：20    茅野玉川  vs  松川少年少女 明科 リガーレ 

Ｆ－⑤ 13：30        明科  vs  松川少年少女 茅野玉川 リガーレ 

Ｆ－⑥ 14：20 茅野玉川  vs  リガーレ 明科 
松川 

少年少女 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  かりがね人工芝（東コート） 

 

 

  【【注意事項】  ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

              ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

               ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

              ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審  補助審判 

Ｊ－①  9：30   埴生  vs  諏訪 みよた 松本山雅 

Ｊ－②  10：20 松本山雅   vs  みよた 諏訪 埴生 

Ｊ－③ 11：30 みよた   vs   埴生 松本山雅 諏訪 

Ｊ－④ 12：20       諏訪  vs  松本山雅 埴生 みよた 

Ｊ－⑤ 13：30       埴生  vs  松本山雅 諏訪 みよた 

Ｊ－⑥ 14：20     諏訪  vs  みよた 埴生 松本山雅 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  かりがね人工芝（西コート） 

 

 

  【注意事項】   ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

              ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

               ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

              ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審  補助審判 

Ｋ－①  9：30   大町  vs  岡谷東部 ｱﾙﾃｨｽﾀＢ ﾄｯﾌﾟｽﾄｰﾝ 

Ｋ－②  10：20 トップストーン   vs  アルティスタＢ 岡谷東部 大町 

Ｋ－③ 11：30 アルティスタＢ  vs   大町 ﾄｯﾌﾟｽﾄｰﾝ 岡谷東部 

Ｋ－④ 12：20 岡谷東部  vs  トップストーン 大町 ｱﾙﾃｨｽﾀＢ 

Ｋ－⑤ 13：30        大町  vs  トップストーン 岡谷東部 ｱﾙﾃｨｽﾀＢ 

Ｋ－⑥ 14：20    岡谷東部  vs  アルティスタＢ 大町 ﾄｯﾌﾟｽﾄｰﾝ 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  山辺運動広場   

 

 

  【注意事項】   ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

              ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

               ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

              ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｃ－①  9：30 ｂ－ｍｓ  vs  ナイツ 丸子 松本東 

Ｃ－②  10：20 松本東   vs  丸子 ナイツ ｂ－ｍｓ 

Ｃ－③ 11：30       丸子   vs   ｂ－ｍｓ 松本東 ナイツ 

Ｃ－④ 12：20   ナイツ  vs  松本東 ｂ－ｍｓ 丸子 

Ｃ－⑤ 13：30 ｂ－ｍｓ  vs  松本東 ナイツ 丸子 

Ｃ－⑥ 14：20 ナイツ  vs  丸子 ｂ－ｍｓ 松本東 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  塩尻北部公園   

 

 

  【注意事項】   ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

              ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

               ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

              ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｄ－①  9：30 塩尻ＳＳ  vs  箕輪Ｂ 佐久市 フォルツァ 

Ｄ－②  10：20 フォルツァ   vs  佐久市 箕輪Ｂ 塩尻ＳＳ 

Ｄ－③ 11：30    佐久市   vs   塩尻ＳＳ フォルツァ 箕輪Ｂ 

Ｄ－④ 12：20      箕輪Ｂ  vs  フォルツァ 塩尻ＳＳ 佐久市 

Ｄ－⑤ 13：30    塩尻ＳＳ  vs  フォルツァ 箕輪Ｂ 佐久市 

Ｄ－⑥ 14：20 箕輪Ｂ  vs  佐久市 塩尻ＳＳ フォルツァ 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  サンリンＧ   

 

 

  【注意事項】   ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

              ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

               ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

              ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｇ－①  9：30   戸上  vs  南箕輪 東御 山形 

Ｇ－②  10：20 山形   vs  東御 南箕輪 戸上 

Ｇ－③ 11：30 東御   vs   戸上 山形 南箕輪 

Ｇ－④ 12：20 南箕輪  vs  山形 戸上 東御 

Ｇ－⑤ 13：30 戸上  vs  山形 南箕輪 東御 

Ｇ－⑥ 14：20 南箕輪  vs  東御 戸上 山形 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  筑摩小Ｇ   

 

 

 【注意事項】   ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

            ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

             ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

             ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｈ－①  9：30 池田町  vs  長地 うすだ 筑摩 

Ｈ－②  10：20    筑摩   vs  うすだ 長地 池田町 

Ｈ－③ 11：30 うすだ  vs  池田町 筑摩 長地 

Ｈ－④ 12：20 長地  vs  筑摩 池田町 うすだ 

Ｈ－⑤ 13：30 池田町  vs  筑摩 長地 うすだ 

Ｈ－⑥ 14：20  長地  vs  うすだ 池田町 筑摩 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  島立小Ｇ   

 

 

  【注意事項】 ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

            ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

             ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

             ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｌ－①  9：30 アルマーレ vs   上郷 ｱﾙﾃｨｽﾀＡ エスティーロ 

Ｌ－②  10：20   エスティーロ   vs  アルティスタＡ 上郷 アルマーレ 

Ｌ－③ 11：30 アルティスタＡ  vs  アルマーレ エスティーロ 上郷 

Ｌ－④ 12：20        上郷  vs  エスティーロ アルマーレ ｱﾙﾃｨｽﾀＡ 

Ｌ－⑤ 13：30  アルマーレ  vs  エスティーロ 上郷 ｱﾙﾃｨｽﾀＡ 

Ｌ－⑥ 14：20          上郷  vs  アルティスタＡ アルマーレ エスティーロ 

 

 

 

 

 

 

 



第 20回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会 審判担当表 ラウンド１(4/10) 

                                                                   2020年4月10日 

 

                                     会場  筑摩野中Ｇ   

 

 

  【注意事項】 ・試合は、主審1名と補助審判1名（必須）で運営する。 

            ・主審は、主審・補助審判の割り当てに問わず、上級審判員が対応する。 

・審判証を本部に提示し、審判服・ワッペンを着用する。 

             ・試合開始15分前に審判員は集合し、打ち合わせを行なう。 

             ・ユニフォームは対戦当該チームで、事前に打ち合わせして決定する。 

 

 

試合番号 時 間 対           戦 主 審 補助審判 

Ｍ－①  9：30 木曽  vs  飯田 ジェンシャン 筑摩野 

Ｍ－②  10：20       筑摩野   vs  ジェンシャン 飯田 木曽 

Ｍ－③ 11：30 ジェンシャン  vs  木曽 筑摩野 飯田 

Ｍ－④ 12：20 飯田  vs  筑摩野 木曽 ジェンシャン 

Ｍ－⑤ 13：30 木曽  vs  筑摩野 飯田 ジェンシャン 

Ｍ－⑥ 14：20       飯田  vs  ジェンシャン 木曽 筑摩野 

 

 

 

 

 

 

 


