
◇高円宮杯JFA･U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ第13回富山県ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

【１部リーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 4/6(土) 12:30 SQUARE富山 2nd 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ⚫1-2

第２節 4/13(土) 8:20 ｶﾀｰﾚ富山 2nd 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○4-0

第３節 4/29(月･祝) 15:20 VIENTO 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○8-1

第４節 5/19(日) 13:20 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５節 6/23(日) 9:20 大沢野中学校 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○5-0

第６節 6/30(日) 11:20 出町中学校 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-0

第７節 7/21(日) 17:20 Kurobe FC 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-2

第８節 8/4(日) 17:20 ｳﾞｧﾘｴﾝﾃ富山 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○4-2

第９節 8/31(土) 17:20 大沢野中学校 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ △3-3

第１０節 9/14(土) 15:20 出町中学校 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○2-0

第１１節 9/23(月･祝) 13:20 Kurobe FC 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫1-2

第１２節 9/29(日) 9:20 SQUARE富山 2nd 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-1

第１３節 10/6(日) 11:20 ｶﾀｰﾚ富山 2nd 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-0

第１４節 10/27(日) 15:20 VIENTO 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○5-2

※優勝

【３部Bｸﾞﾙｰﾌﾟ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 4/21(日) 11:30 レオーネFC 新港の森ｽﾎﾟｰﾂ公園 ○4-1

第２節 4/30(火･祝) 13:30 蟹谷中学校 大門中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-1

第３節 5/2(木･祝) 9:30 南部中学校 砺波総合運動公園庄川河川敷ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-1

第４節 6/22(土) 9:30 FC GENIOS 蟹谷中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○4-2

第５節 7/7(日) 12:00 大門中学校 志貴野中学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○1-0

第６節 7/20(土) 10:00 志貴野中学校 五福公園ｽﾎﾟｰﾂ広場 ○5-1

【チャレンジBリーグ】 ※Bｸﾞﾙｰﾌﾟ1位

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 8/31(土) 9:00 速星中学校 日医工富山第一工場ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾞ ⚫2-3

第２節 9/14(土) 12:20 庄西中学校 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ △0-0

第３節 9/29(日) 18:00 芳野中学校 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ⚫0-3

第４節 10/27(日) 19:30 VIENTO 2nd 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○3-2

第５節 11/3(日) 10:40 滑川中学校 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ △3-3

※ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘｰｸﾞ5位

◇JFA･U-13ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ 第6回北信越ﾘｰｸﾞ

【１部リーグ】

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第１節 5/11(土) 11:00 坂井ﾌｪﾆｯｸｽ丸岡JY 富山南総合公園 ○3-0

第２節 5/12(日) 11:35 松本山雅FC 富山南総合公園 ⚫1-3

第３節 5/18(土) 12:10 F.THREE アルビレッジ △1-1

第４節 5/19(日) 14:45 ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟 ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟ｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ ⚫1-2

第５節 6/1(土) 13:20 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ ○2-1

第６節 6/22(土) 14:00 長岡JYFC 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫1-4

第７節 6/29(土) 14:35 ｶﾀｰﾚ富山 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-2

第８節 7/27(土) 17:00 坂井ﾌｪﾆｯｸｽ丸岡JY 丸岡ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ ○3-0

第９節 8/31(土) 18:15 松本山雅FC 松本市ｻｯｶｰ場 ⚫1-4

第１０節 9/28(土) 15:30 F.THREE 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫1-5

第１１節 10/5(土) 15:30 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟 アルビレッジ ⚫0-3

第１２節 10/6(日) 14:45 長岡JYFC ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟ｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ ⚫0-4

第１３節 10/22(火･祝) 11:00 ｶﾀｰﾚ富山 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-4

第１４節 10/27(日) 9:30 ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟 和倉温泉多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-1

※7位残留

エヌスタイルフットボールクラブ（U-15）2019年度　公式戦戦績表



◇第27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A 4/27(土) 19:20 ｳﾞｧﾘｴﾝﾃ富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○3-0

予選グループA 5/25(土) 15:00 UFC.UB 富山南総合公園 ○5-2

予選グループA 5/26(日) 12:30 Allesgute 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○10-0

決勝Ｔ3回戦 6/9(日) 15:40 STG.FC 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ○4-2

決勝Ｔ準決勝 6/15(土) 9:40 ｶﾀｰﾚ富山 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-4

3位決定戦 6/16(日) 9:40 SQUARE富山 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
⚫0-0

PK2-4
※ﾍﾞｽﾄ4

◇第31回北信越ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権大会(U-15)兼第34回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権大会北信越予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第1回戦 7/6(土) 11:00 ﾂｴｰｹﾞﾝ金沢 丸岡ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ
⚫0-0

延長0-1

◇高円宮杯JFA 第31回全日本U-15ｻｯｶｰ選手権大会 北信越大会

試合日 開始 対戦チーム 会場 試合結果

第1回戦 11/9(土) 13:30 ｸﾞﾗﾝｾﾅ新潟FC 能登島ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ⚫0-1

◇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B 8/18(日) 17:00 STG.FC 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-0

予選グループB 9/1(日) 12:30 滑川FC 富山南総合公園 ○10-0

予選グループB 9/15(日) 14:30 FCひがし 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○3-1

決勝Ｔ準決勝 9/16(月･祝) 12:30 SQUARE富山 高平ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ ⚫2-4

3位決定戦 9/22(日) 11:30 VIENTO 永森記念ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ○2-0

※3位


