
◇JFA･U-12サッカーリーグ

【Aブロック】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 5/12(土) 9:50 GRANZAS A 滑川市ｽﾎﾟｰﾂ健康の森公園 ○4-1

第２節 5/12(土) 11:30 スクエア滑川 滑川市ｽﾎﾟｰﾂ健康の森公園 ○2-1

第３節 6/3(日) 12:20 JKキッズ 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-1

第４節 6/3(日) 14:00 水橋FC 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ △1-1

第５節 6/17(日) 9:00 STG.FC takasei 滑川市ｽﾎﾟｰﾂ健康の森公園 △2-2

第６節 6/17(日) 10:40 スクエア滑川 滑川市ｽﾎﾟｰﾂ健康の森公園 ○6-1

第７節 6/30(土) 13:10 大久保SSS 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-1

第８節 6/30(土) 14:50 鵜坂 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○9-0

第９節 7/14(土) 12:20 大久保SSS 滑川市ｽﾎﾟｰﾂ健康の森公園 ○4-1

第１０節 8/5(日) 9:50 JKキッズ 高岡ｽﾎﾟｰﾂｺｱ ○4-3

第１１節 8/5(日) 11:30 水橋FC 高岡ｽﾎﾟｰﾂｺｱ ○4-0

第１２節 8/29(水) 19:30 鵜坂 ｴﾇｽﾀｲﾙ天然芝ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○1-0

第１３節 9/2(日) 9:50 GRANZAS A 滑川市ｽﾎﾟｰﾂ健康の森公園 ○4-2

第１４節 9/2(日) 11:30 STG.FC takasei 滑川市ｽﾎﾟｰﾂ健康の森公園 ⚫2-5

※Aブロック2位

◇JFA第42回全日本U-12ｻｯｶｰ選手権富山県大会(兼)第49回KNB杯富山県学童ｸﾗﾌﾞｻｯｶｰ大会

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第3回戦 10/20(土) 18:00 水橋FC 高岡ｽﾎﾟｰﾂｺｱ ⚫1-4

◇2018プレミアリーグU-11富山

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 3/24(日) 17:30 FCひがし 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○4-0

第２節 11/24(土) 12:00 水橋FC 常願寺川公園ｻｯｶｰ広場 ○1-0

第３節 10/27(土) 15:00 FCマルーン 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○5-0

第４節 10/27(土) 18:00 黒部中央FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○3-0

第５節 9/29(土) 15:00 JOGANJI富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○9-0

第６節 10/20(土) 15:00 スクエア滑川 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○2-0

第７節 10/20(土) 17:00 黒部中央FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○1-0

第８節 9/9(日) 9:00 レオーネ 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○4-0

第９節 9/9(日) 12:00 スクエア富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○1-0

第１０節 11/3(土･祝) 15:00 氷見FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○4-0

第１１節 11/3(土･祝) 17:00 水橋FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○3-0

第１２節 11/11(日) 16:00 FCマルーン 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○7-1

第１３節 11/11(日) 18:00 STG.FC takasei 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○1-0

第１４節 11/25(日) 13:30 FCひがし 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○5-0

第１５節 12/1(土) 10:00 レオーネ 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○3-0

第１６節 12/1(土) 12:00 氷見FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○4-0

第１７節 12/8(土) 14:00 JOGANJI富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○1-0

第１８節 12/8(土) 17:00 スクエア滑川 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○2-1

第１９節 12/15(土) 13:00 スクエア富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○3-0

第２０節 12/15(土) 16:00 STG.FC takasei 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○3-0

※優勝／3月全国大会出場

◇U-11プレミアリーグチャンピオンシップ

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟA 3/30(土) 10:00 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ 北市川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ △1-1

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟA 3/30(土) 13:00 ｴｱﾌｫﾙｸ山梨 北市川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ ⚫0-1

予選ｸﾞﾙｰﾌﾟA 3/30(土) 14:30 FCﾊﾟｰｼﾓﾝ(神奈川) 北市川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ ⚫1-4

6位ﾘｰｸﾞ 3/31(日) - bandai12(新潟) 北市川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ △1-1

6位ﾘｰｸﾞ 3/31(日) 12:30 松本山雅FC 北市川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ △1-1

※6位ﾘｰｸﾞ2位

エヌスタイルフットボールクラブ（U-12）2018年度　公式戦戦績表



◇林吾郎杯 第46回富山県少年サッカー新人交歓会

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

決勝Ｔ1回戦 10/6(土) 13:00 FCひがし 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○1-0

決勝Ｔ2回戦 10/8(月･祝) 10:00 黒部中央FC 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
○1-1
PK3-1

決勝Ｔ3回戦 10/8(月･祝) 13:00 T･ボレアーレ 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
⚫0-0

PK2-3

◇JFA U-10サッカーセントラルリーグ

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 4/15(日) 9:00 富山中央FC 富山県総合運動公園芝生ｽﾎﾟｰﾂ広場 ○7-1

第２節 4/15(日) 11:40 FCひがし 富山県総合運動公園芝生ｽﾎﾟｰﾂ広場 ○3-2

第３節 5/27(日) 14:10 スクエア富山 富山県総合運動公園屋内ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○10-0

第４節 5/27(日) 15:30 桜谷 富山県総合運動公園屋内ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○14-0

第５節 6/10(日) 9:00 アンバックス 富山県総合運動公園ﾌｧﾐﾘｰ広場 ○7-0

第６節 6/10(日) 11:40 富山大附属小学校 富山県総合運動公園ﾌｧﾐﾘｰ広場 ○13-0

第７節 6/24(日) 9:40 MOVA OKUKITA FC 富山県総合運動公園芝生ｽﾎﾟｰﾂ広場 ○9-0

第８節 6/24(日) 11:00 アルチ富山FC 富山県総合運動公園芝生ｽﾎﾟｰﾂ広場 ○4-2

第９節 7/21(土) 13:40 フォーラス 富山南総合公園 ○7-0

第１０節 7/21(土) 15:40 神通 富山南総合公園 ○12-2

※優勝

◇島田杯 第47回富山県少年サッカー交歓会

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第1回戦 9/8(土) 9:00 FCふくの 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○4-0

第2回戦 9/9(日) 9:50 FCひがし 殿様林緑地公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-2


