公益財団法人日本サッカー協会

第20回全日本ユース(U-15)フットサル大会
【１次ラウンド】

1月10日（土）・11日（日）
【グループ Ａ】

コンサドーレ旭川U-15 緑東フットボールクラブ エスプリ長岡FC U-15

山口SCグレイスインフィニティ

コンサドーレ旭川U-15

【１】 ピッチA 1/10 10:00

【９】 ピッチA 1/10 14:00

【17】 ピッチA 1/11 10:50

【18】 ピッチC 1/11 10:50

【10】 ピッチC 1/10 14:00

順位

勝点

勝利

引分

敗戦

得点

失点

得失差

敗戦

得点

失点

得失差

敗戦

得点

失点

得失差

敗戦

得点

失点

得失差

(北海道地域第2代表／北海道)

緑東フットボールクラブ

【１】 ピッチA 1/10 10:00

(東海地域第1代表／愛知県)

エスプリ長岡FC U-15

【９】 ピッチA 1/10 14:00

【18】 ピッチC 1/11 10:50

【17】 ピッチA 1/11 10:50

【10】 ピッチC 1/10 14:00

【２】 ピッチC 1/10 10:00

(北信越地域第3代表／新潟県)

山口SCグレイスインフィニティ
(中国地域代表／山口県)

【１】 ピッチA
【２】 ピッチC
【９】 ピッチA
【10】 ピッチC
【17】 ピッチA
【18】 ピッチC

コンサドーレ旭川U-15
エスプリ長岡FC U-15
コンサドーレ旭川U-15
緑東フットボールクラブ
コンサドーレ旭川U-15
緑東フットボールクラブ

1/10 10:00
1/10 10:00
1/10 14:00
1/10 14:00
1/11 10:50
1/11 10:50

【グループ B】

順位

【２】 ピッチC 1/10 10:00

マルバ茨城fc

マルバ茨城fc

伊達市立伊達中学校 長岡JYFC ボルボレッタ
【３】 ピッチA 1/10 11:00

緑東フットボールクラブ
山口SCグレイスインフィニティ
エスプリ長岡FC U-15
山口SCグレイスインフィニティ
山口SCグレイスインフィニティ
エスプリ長岡FC U-15

-

FCツインズ愛知

【11】 ピッチA 1/10 15:00

【19】 ピッチA 1/11 11:50

【20】 ピッチC 1/11 11:50

【12】 ピッチC 1/10 15:00

勝点

勝利

引分

(関東地域第2代表／茨城県)

伊達市立伊達中学校

【３】 ピッチA 1/10 11:00

(北海道地域第1代表／北海道)

長岡JYFC ボルボレッタ

【11】 ピッチA 1/10 15:00

【20】 ピッチC 1/11 11:50

【19】 ピッチA 1/11 11:50

【12】 ピッチC 1/10 15:00

【４】 ピッチC 1/10 11:00

(北信越地域第1代表／新潟県)

FCツインズ愛知

(東海地域第2代表／愛知県)

【３】 ピッチA
【４】 ピッチC
【11】 ピッチA
【12】 ピッチC
【19】 ピッチA
【20】 ピッチC

マルバ茨城fc
長岡JYFC ボルボレッタ
マルバ茨城fc
伊達市立伊達中学校
マルバ茨城fc
伊達市立伊達中学校

1/10 11:00
1/10 11:00
1/10 15:00
1/10 15:00
1/11 11:50
1/11 11:50

【グループ C】

順位

【４】 ピッチC 1/10 11:00

帯北アンビシャス

帯北アンビシャス

八重瀬町立具志頭中学校
【５】 ピッチA 1/10 12:00

伊達市立伊達中学校
FCツインズ愛知
長岡JYFC ボルボレッタ
FCツインズ愛知
FCツインズ愛知
長岡JYFC ボルボレッタ

-

ブリンカールFC U-15 長岡JYFC ヴェスパ
【13】 ピッチA 1/10 16:00

【21】 ピッチA 1/11 13:40

【22】 ピッチC 1/11 13:40

【14】 ピッチC 1/10 16:00

勝点

勝利

引分

(北海道地域第3代表／北海道)

八重瀬町立具志頭中学校

【５】 ピッチA 1/10 12:00

(九州地域代表／沖縄県)

ブリンカールFC U-15

【13】 ピッチA 1/10 16:00

【22】 ピッチC 1/11 13:40

【21】 ピッチA 1/11 13:40

【14】 ピッチC 1/10 16:00

【６】 ピッチC 1/10 12:00

(開催地代表／愛知県)

長岡JYFC ヴェスパ
(北信越地域第2代表／新潟県)

【５】 ピッチA
【６】 ピッチC
【13】 ピッチA
【14】 ピッチC
【21】 ピッチA
【22】 ピッチC

帯北アンビシャス
ブリンカールFC U-15
帯北アンビシャス
八重瀬町立具志頭中学校
帯北アンビシャス
八重瀬町立具志頭中学校

1/10 12:00
1/10 12:00
1/10 16:00
1/10 16:00
1/11 13:40
1/11 13:40

【グループ D】

順位

【６】 ピッチC 1/10 12:00

前橋ジュニアユース 松山市立三津浜中学校

前橋ジュニアユース

【７】 ピッチA 1/10 13:00

八重瀬町立具志頭中学校
長岡JYFC ヴェスパ
ブリンカールFC U-15
長岡JYFC ヴェスパ
長岡JYFC ヴェスパ
ブリンカールFC U-15

-

アスペガスFC

FCレガッテ

【15】 ピッチA 1/10 17:00

【23】 ピッチA 1/11 14:40

【24】 ピッチC 1/11 14:40

【16】 ピッチC 1/10 17:00

勝点

勝利

引分

(関東地域第1代表／群馬県)

松山市立三津浜中学校

【７】 ピッチA 1/10 13:00

(四国地域代表／愛媛県)

アスペガスFC

【15】 ピッチA 1/10 17:00

【24】 ピッチC 1/11 14:40

【23】 ピッチA 1/11 14:40

【16】 ピッチC 1/10 17:00

【８】 ピッチC 1/10 13:00

(関西地域代表／奈良県)

FCレガッテ

(東北地域代表／福島県)

【７】 ピッチA
【８】 ピッチC
【15】 ピッチA
【16】 ピッチC
【23】 ピッチA
【24】 ピッチC

1/10 13:00
1/10 13:00
1/10 17:00
1/10 17:00
1/11 14:40
1/11 14:40

【８】 ピッチC 1/10 13:00

前橋ジュニアユース
アスペガスFC
前橋ジュニアユース
松山市立三津浜中学校
前橋ジュニアユース
松山市立三津浜中学校

松山市立三津浜中学校
FCレガッテ
アスペガスFC
FCレガッテ
FCレガッテ
アスペガスFC

-

【決勝ラウンド】
グループA １位

1月12日（月･祝）
準決勝

決勝

表彰式：14:30

【25】
グループB １位

ピッチA 10:30
【27】

グループC １位

ピッチA 13:00

【26】
グループD １位

ピッチC 10:30

優 勝

