
◇富山県ユース(U-15)サッカーリーグ

【１部リーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 4/1(土) 9:20 ｶﾀｰﾚ2nd 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○2-0

第２節 4/8(土) 14:20 Kurobe FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ⚫1-2

第３節 4/30(日) 9:20 ｳﾞｧﾘｴﾝﾃ富山 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○2-0

第４節 5/21(日) 13:10 大沢野中 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-0

第５節 5/27(土) 8:45 VIENTO 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○１-0

第６節 6/24(土) 11:15 北部中 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-0

第７節 7/1(土) 11:15 富山北FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ △1-1

第８節 7/29(土) 18:00 ｶﾀｰﾚ2nd 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○2-0

第９節 8/5(土) 15:20 北部中 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-2

第１０節 9/2(土) 19:15 富山北FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-1

第１１節 9/18(月･祝) 11:15 VIENTO 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-0

第１２節 9/24(日) 19:05 大沢野中 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-1

第１３節 10/15(日) 9:20 ｳﾞｧﾘｴﾝﾃ富山 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○２-1

第１４節 10/29(日) 11:15 Kurobe FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ⚫0-2

※１部リーグ優勝

【北信越ﾘｰｸﾞ入替戦】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 11/5(日) 14:00 福井工業大附属福井中 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-0

※北信越2部リーグ昇格

【３部育成Eリーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 9/3(日) 9:00 小杉南中 興南中学校 ○12-0

第２節 10/1(日) 9:00 片山学園中 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○18-0

第３節 10/14(土) 12:00 興南中 興南中学校 ○11-0

第４節 10/21(土) 9:00 滑川中 日医工ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○5-0

第５節 10/28(土) 10:15 奥田中 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○4-0

第６節 11/5(日) 10:30 井波中 興南中学校 ○2-0

◇富山県ユース(U-14)サッカーリーグ

【１部リーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 5/14(日) 17:15 水橋FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫1-2

第２節 6/18(日) 17:15 FCひがし 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○２-1

第３節 7/2(日) 19:45 ｽｸｴｱ富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○２-1

第４節 7/17(月) 11:45 JOGANJI富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○4-1

第５節 9/3(日) 17:00 Kurobe FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ △2-2

第６節 10/15(日) 18:30 ｳﾞｧﾘﾝﾃ富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-0

第７節 11/19(日) 16:00 JOGANJI富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-2

第８節 11/23(木･祝) 19:45 VIENTO 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫1-3

第９節 12/2(土) 14:45 ｳﾞｧﾘｴﾝﾃ富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-0

第１０節 12/9(土) 13:00 Kurobe FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-0

第１１節 12/10(日) 15:45 VIENTO 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫2-3

第１２節 3/4(日) 10:15 FCひがし 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○1-0

第１３節 3/4(日) 14:00 ｽｸｴｱ富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○1-0

第１４節 3/11(日) 11:30 水橋FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-3

※１部リーグ3位
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◇富山県ユース(U-13)サッカーリーグ

【１部リーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 6/3(土) 15:00 Kurobe FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○10-0

第２節 6/4(日) 18:00 ｶﾀｰﾚ富山 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○4-3

第３節 6/10(土) 19:30 VIENTO 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-1

第４節 6/11(日) 12:30 水橋FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ⚫2-3

第５節 6/17(土) 18:00 ｳﾞｧﾘｴﾝﾃ富山 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-1

第６節 6/24(土) 19:30 STG.FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○5-0

第７節 7/1(土) 19:30 FCひがし 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○9-0

第８節 8/5(土) 10:00 水橋FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○6-1

第９節 8/6(日) 18:00 STG.FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○9-0

第１０節 8/27(日) 17:30 VIENTO 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○8-2

第１１節 9/17(日) 19:30 ｶﾀｰﾚ富山 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ⚫1-5

第１２節 9/18(月･祝) 19:30 ｳﾞｧﾘｴﾝﾃ富山 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○6-0

第１３節 9/30(土) 13:30 Kurobe FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○6-1

第１４節 10/1(日) 15:45 FCひがし 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○4-3

※１部リーグ2位

【2部リーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 6/24(土) 17:40 ｼﾞｮｶﾄｰﾚ高岡fc 宮野運動公園 ○6-1

第２節 7/2(日) 13:00 JOGANJI富山 宮野運動公園 ○6-2

第３節 7/8(土) 10:00 Kurobe FC2nd 宮野運動公園 ○7-0

第４節 7/9(日) 19:40 富山北部中 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○１-0

第５節 7/23(日) 19:40 水橋FC2nd 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○4-1

第６節 8/26(土) 18:20 氷見FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-1

第７節 8/27(日) 19:40 富山北部中 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-1

第８節 10/1(日) 18:15 ｼﾞｮｶﾄｰﾚ高岡fc 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○5-4

第９節 11/3(金) 14:40 水橋FC2nd 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○5-2

第１０節 11/5(日) 14:40 Kurobe FC2nd 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○6-1

第１１節 11/19(日) 12:00 JOGANJI富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○6-2

第１２節 12/3(日) 12:00 氷見FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○10-1

※2部リーグ優勝

◇第24回 富山県クラブユース選手権(U-15)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 5/4(木･祝) 15:15 ﾏﾙｰﾝ 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○5-0

予選グループＤ 5/5(金･祝) 11:15 氷見FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○8-1

予選グループＤ 5/7(日) 9:20 FCひがし 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-1

決勝Ｔ1回戦 6/10(土) 9:40 ﾚｵｰﾈ 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-1

決勝Ｔ2回戦 6/11(日) 17:20 STG.FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○１-0

決勝Ｔ準決勝 6/17(土) 9:40 ｶﾀｰﾚ富山 県総合運動公園芝生広場 ⚫0-1

決勝Ｔ3位決定戦 6/18(日) 13:50 FCひがし 県総合運動公園芝生広場 ○１-0

◇第29回北信越クラブユース選手権(U-15)大会

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

1回戦 ７/8(土) 9:00 松本山雅FC 刈羽ぴあパーク ⚫0-2



◇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④ 8/19(土) 12:20 STG.FC 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ⚫0-3

予選グループ④ 8/19(土) 15:40 ｼﾞｮｶﾄｰﾚ高岡fc 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○3-0

予選グループ④ 8/20(日) 12:00 FCひがし 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-3

3位ﾘｰｸﾞ第1節 9/16(土) 11:40 JOGANJI富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-0

3位ﾘｰｸﾞ第2節 9/16(土) 14:20 UB 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○8-1

3位ﾘｰｸﾞ第3節 9/17(日) 9:00 氷見FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○7-0

◇高円宮杯 第29回全日本ユースサッカー選手権(U-15)北信越大会

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

1回戦 11/11(日) 11:15 ｾﾌﾞﾝ能登Jrﾕｰｽ 刈羽ぴあパーク ⚫0-2


