
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(4/11) 

                                                                   2020年4月11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 

Ｎ－①  9：30 サームＡ  vs  ボニートン 長野少年 明善 

Ｎ－②  10：20  明善  vs  長野少年 ボニートン サームＡ 

Ｎ－③ 11：30 長野少年  vs  サームＡ 明善 ボニートン 

Ｎ－④ 12：20 ボニートン  vs  明善 サームＡ 長野少年 

Ｎ－⑤ 13：30 サームＡ  vs  明善 ボニートン 長野少年 

Ｎ－⑥ 14：20 ボニートン  vs  長野少年 サームＡ 明善 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11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 

Ｏ－①  9：30 アンテＡ  vs  宮川Ａ 日野平岡 裾花 

Ｏ－②  10：20    裾花   vs  日野平岡 宮川Ａ アンテＡ 

Ｏ－③ 11：30  日野平岡  vs  アンテＡ 裾花 宮川Ａ 

Ｏ－④ 12：20 宮川Ａ  vs  裾花 アンテＡ 日野平岡 

Ｏ－⑤ 13：30 アンテＡ  vs  裾花 宮川Ａ 日野平岡 

Ｏ－⑥ 14：20     宮川Ａ  vs  日野平岡 アンテＡ 裾花 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11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 

Ｒ－①  9：30 アンテＢ  vs  穂高南 NOZAWANA 波田 

Ｒ－②  10：20          波田   vs  ＮＯＺＡＷＡＮＡ 穂高南 アンテＢ 

Ｒ－③ 11：30 ＮＯＺＡＷＡＮＡ  vs  アンテＢ 波田 穂高南 

Ｒ－④ 12：20 穂高南  vs  波田 アンテＢ NOZAWANA 

Ｒ－⑤ 13：30 アンテＢ  vs  波田 穂高南 NOZAWANA 

Ｒ－⑥ 14：20     穂高南  vs  ＮＯＺＡＷＡＮＡ アンテＢ 波田 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11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 

Ｓ－①  9：30 穂高北  vs  伊那少年 芹田 昭和 

Ｓ－②  10：20 昭和   vs  芹田 伊那少年 穂高北 

Ｓ－③ 11：30 芹田  vs  穂高北 昭和 伊那少年 

Ｓ－④ 12：20 伊那少年  vs  昭和 穂高北 芹田 

S－⑤ 13：30 穂高北  vs  昭和 伊那少年 芹田 

Ｓ－⑥ 14：20 伊那少年  vs  芹田 穂高北 昭和 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11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 

Ｗ－①  9：30 ラウーレ  vs  堀金 リゲル高山 旭町 

Ｗ－②  10：20       旭町   vs  リゲル高山 堀金 ラウーレ 

Ｗ－③ 11：30   リゲル高山  vs  ラウーレ 旭町 堀金 

Ｗ－④ 12：20     堀金  vs  旭町 ラウーレ リゲル高山 

W－⑤ 13：30 ラウーレ  vs  旭町 堀金 リゲル高山 

W－⑥ 14：20           堀金  vs  リゲル高山 ラウーレ 旭町 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11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 

Ｘ－①  9：30 アルフット  vs  東春近 
ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 

りんご 
デルソーレ 

Ｘ－②  10：20      デルソーレ   vs  アンビシャスりんご 東春近 アルフット 

Ｘ－③ 11：30 アンビシャスりんご  vs  アルフット デルソーレ 東春近 

Ｘ－④ 12：20   東春近   vs  デルソーレ アルフット 
ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 

りんご 

Ｘ－⑤ 13：30 アルフット  vs  デルソーレ 東春近 
ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 

りんご 

Ｘ－⑥ 14：20    東春近  vs  アルティスタＢ アルフット デルソーレ 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11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 

Ｐ－①  9：30    宮川Ｂ  vs  フェローズＢ ＮＰＩＣ 松本清水 

Ｐ－②  10：20 松本清水   vs  ＮＰＩＣ フェローズＢ 宮川Ｂ 

Ｐ－③ 11：30 ＮＰＩＣ  vs  宮川Ｂ 松本清水 フェローズＢ 

Ｐ－④ 12：20 フェローズＢ  vs  松本清水 宮川Ｂ ＮＰＩＣ 

Ｐ－⑤ 13：30  宮川Ｂ  vs  松本清水 フェローズＢ ＮＰＩＣ 

Ｐ－⑥ 14：20 フェローズＢ  vs  ＮＰＩＣ 宮川Ｂ 松本清水 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11日 

 

                                     会場  丸の内中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 

Ｑ－①  9：30  吉田  vs  ガーフ アザリー 開智 

Ｑ－②  10：20    開智   vs  アザリー ガーフ 吉田 

Ｑ－③ 11：30 アザリー  vs  吉田 開智 ガーフ 

Ｑ－④ 12：20 ガーフ  vs  開智 吉田 アザリー 

Ｑ－⑤ 13：30 吉田  vs  開智 ガーフ アザリー 

Ｑ－⑥ 14：20   ガーフ   vs  アザリー 吉田 開智 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11日 

 

                                     会場  松島中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 

Ｔ－①  9：30 篠ノ井  vs  中野 リュシオ 松本松島 

Ｔ－②  10：20   松本松島   vs  リュシオ 中野 篠ノ井 

Ｔ－③ 11：30 リュシオ  vs  篠ノ井 松本松島 中野 

Ｔ－④ 12：20       中野  vs  松本松島 篠ノ井 リュシオ 

Ｔ－⑤ 13：30     篠ノ井  vs  松本松島 中野 リュシオ 

Ｔ－⑥ 14：20      中野  vs  リュシオ 篠ノ井 松本松島 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11日 

 

                                     会場  開明小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 

Ｕ－①  9：30       ウィンズ  vs  アンビシャスぶどう フェローズ 南松本 

Ｕ－②  10：20 南松本   vs  フェローズ 
ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 

ぶどう 
ウィンズ 

Ｕ－③ 11：30 フェローズ  vs  ウィンズ 南松本 
ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 

ぶどう 

Ｕ－④ 12：20 アンビシャスぶどう vs  南松本 ウィンズ フェローズ 

Ｕ－⑤ 13：30 ウィンズ  vs  南松本 
ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 

ぶどう 
フェローズ 

Ｕ－⑥ 14：20 アンビシャスぶどう vs  フェローズ ウィンズ 南松本 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11日 

 

                                     会場  本郷小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 

Ｙ－①  9：30 エルフトゥーロ  vs  小布施 駒ヶ根市 松本北 

Ｙ－②  10：20 松本北   vs  駒ヶ根市 小布施 ｴﾙﾌﾄゥ-ﾛ 

Ｙ－③ 11：30   駒ヶ根市  vs  エルフトゥーロ 松本北 小布施 

Ｙ－④ 12：20 小布施   vs  松本北 ｴﾙﾌﾄゥ-ﾛ 駒ヶ根市 

Ｙ－⑤ 13：30 エルフトゥーロ  vs  松本北 小布施 駒ヶ根市 

Ｙ－⑥ 14：20 小布施   vs   駒ヶ根市 ｴﾙﾌﾄゥ-ﾛ 松本北 

 

 

 

 

 

 

 



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(4/11) 

                                                                   2020年4月11日 

 

                                     会場  鎌田中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 

Ｚ－①  9：30   豊科南  vs  サームＢ 豊野 鎌田 

Ｚ－②  10：20 鎌田   vs  豊野 サームＢ 豊科南 

Ｚ－③ 11：30   豊野  vs  豊科南 鎌田 サームＢ 

Ｚ－④ 12：20 サームＢ  vs  鎌田 豊科南 豊野 

Ｚ－⑤ 13：30 豊科南  vs  鎌田 サームＢ 豊野 

Ｚ－⑥ 14：20 サームＢ  vs  豊野 豊科南 鎌田 

 

 

 

 

 

 

 


