
◇富山県ユース（U-15）サッカーリーグ

【２部リーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 4/12（日） 12:20 FCひがしB 富山北部中学校 △2-2

第２節 4/26(日） 12:20 速星中 速星中学校 ○1-0

第３節 4/29(水・祝） 9:00 富山北部中 県五福公園ｻﾌﾞ ○3-1

第４節 5/6(水・祝) 9:00 庄西中 速星中学校 △2-2

第５節 5/10(日） 11:40 ジョカトーレ高岡 県五福公園ｻﾌﾞ ○6-1

第６節 5/17(日） 14:00 UB 庄西中学校 ○8-0

第７節 5/24(日） 10:00 JOGANJI富山 東富山運動公園 ○8-0

第８節 8/29（土） 9:00 UB 県五福公園ｻﾌﾞ ○10-0

第９節 9/13（日） 12:20 ジョカトーレ高岡 庄西中学校 ○8-1

第１０節 9/27（日） 14:00 JOGANJI富山 庄西中学校 ○6-1

第１１節 10/18（日） 9:00 富山北部中 県五福公園ｻﾌﾞ ○1-0

第１２節 11/3（火・祝） 15:00 速星中 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○4-1

第１３節 11/7（土） 10:40 庄西中 雄山中学校 ○2-0

第１４節 11/15（日） 10:40 FCひがしB 庄西中学校 ○5-2

※優勝!!　来季１部リーグ進出

◇富山県ユース（U-1３）サッカーリーグ

【２部リーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 5/30(土) 10:00 FCマルーン 県五福公園ｻﾌﾞ ○13-1

第２節 6/13(日） 16:00 STG.FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○5-0

第３節 6/14(日） 12:30 ジョカトーレ高岡 岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ｻﾌﾞ ○3-1

第４節 6/27(土） 9:00 レオーネ 岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ｻﾌﾞ ○1-0

第５節 6/28(日） 10:20 水橋FC 2nd 岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ｻﾌﾞ ○6-4

第６節 7/4（土） 13:00 Kurobe 2nd 岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園ｻﾌﾞ ○7-1

第７節 9/12（土） 16:00 水橋FC 2nd 大広田小学校 ○5-1

第８節 9）/13(日) 15:00 FCマルーン 大広田小学校 ○8-0

第９節 9/20(日） 16:30 レオーネFC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○8-0

第１０節 9/21(月・祝） 16:40 Kurobe FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-0

第１１節 9/22（火・祝） 16:40 ジョカトーレ高岡 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○4-1

第１２節 9/23（水・祝） 19:40 STG.FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ●0-2

※優勝!!　来季１部リーグ進出

◇第23回 富山県クラブユース（U-15)選手権

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

予選グループＡ 5/30(土） 12:00 FCマルーン 滑川健康の森公園 ○11-0

予選グループＡ 5/31(日） 12:00 UB 魚津桃山運動公園 ○5-0

予選グループＡ 6/7（日） 11:15 Kurobe FC 神通川水辺ﾌﾟﾗｻﾞ △2-2

決勝Ｔ準々決勝 6/14(日） 14:30 VIENTO 県総合運動公園芝生広場 ●3-4

順位決定戦 6/20(土） 19:00 SQUARE富山 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○4-1

5位決定戦 6/21(日） 14:05 富山北FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○2-1

◇北信越クラブユースサッカー（U-15)デベロップ大会

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

予選グループＤ 7/18(土） 10:20 エスポワール 長野県大町市運動公園 ○2-0

予選グループＤ 7/18(土） 13:05 武生 長野県大町市運動公園 ○4-2

準決勝 7/19(日） 11:45 上越春日FC 長野県大町市運動公園 ●3-5

3位決定戦 7/19(日） 15:50 エボルブ 長野県大町市運動公園 ●1-1
PK5-6

◇富山県クラブユース（U-14)新人大会

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

予選グループ３ 9/12（土） 12:30 水橋FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ●0-4

予選グループ３ 9/19(土) 11:05 STG.FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○4-0

【2位リーグ】

第1節 9/21（月・祝） 8:25 FCマルーン 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○6-0

第2節 9/21（月・祝） 13:45 UB 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○1-0

第3節 9/22（火・祝） 9:45 FC滑川 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○5-0

第4節 9/22（火・祝） 15:05 VIENTO 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○2-1

第5節 9/23（水・祝） 15:05 ヴァリエンテ富山 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○1-0
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