
12月22日 12月23日 12月25日 12月27日 12月28日

1回戦 2回戦 準々決勝 準決勝 決　勝

※会場名の左横の数字は【マッチナンバー】　
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高円宮杯 JFA 第30回全日本U-15サッカー選手権大会 組み合わせ表

J-GREEN堺(S2)

13:20

J-GREEN堺(S4)

13:20

J-GREEN堺(S2)

11:00

J-GREEN堺(S4)

11:00

J-GREEN堺(S2)

13:20

J-GREEN堺(S2)

11:00

味フィ西

サガン鳥栖U-15 九州第2代表／佐賀県

【18】

川崎フロンターレU-15 関東第6代表／神奈川県

【17】

【25】

ファジアーノ岡山U-15 中国第1代表／岡山県
【1】

清水エスパルスジュニアユース 東海第3代表／静岡県

【2】

京都サンガF.C. U-15 関西第2代表／京都府

セレッソ大阪U-15 関西第5代表／大阪府

【4】

青森山田中学校 東北第1代表／青森県

【3】

FC.フェルボール愛知 東海第4代表／愛知県

【31】

スプレッド・イーグルFC函館 北海道第3代表

【19】

【29】

愛媛ＦＣ U-15 新居浜 四国第1代表／愛媛県

レノファ山口ＦＣ U-15 中国第2代表／山口県

【8】

湘南ベルマーレU-15 関東第5代表／神奈川県

【7】

日章学園中学校 九州第1代表／宮崎県

【5】

【26】

ＦＣ東京U-15深川 関東第3代表／東京都

【6】

セレッソ大阪 西U-15 関西第4代表／大阪府

アルビレックス新潟U-15 北信越第2代表／新潟県

【20】

J-GREEN堺(S3)

11:00

J-GREEN堺(S5)

11:00

 FC東京U-15むさし 関東第2代表／東京都

【21】

ガンバ大阪ジュニアユース 関西第1代表／大阪府

【9】

北海道コンサドーレ旭川U-15 北海道第2代表

11:00

前橋フ(C)

11:00

【30】

ジュビロ磐田U-15 東海第1代表／静岡県

【11】

【27】

名古屋グランパスU-15 東海第5代表／愛知県

【10】

ＦＣ古河 関東第7代表／茨城県

徳島ヴォルティスジュニアユース 四国第2代表／徳島県

【23】

アビスパ福岡U-15 九州第3代表／福岡県

横浜ＦＣジュニアユース 関東第1代表／神奈川県

ツエーゲン金沢U-15 北信越第1代表／石川県

【12】

【13】

【22】

浦和レッズジュニアユース 関東第4代表／埼玉県

大分トリニータU-15 九州第4代表／大分県

【15】

北海道コンサドーレ札幌U-15 北海道第1代表

13:20

前橋フ(D)

13:20
【16】

【28】

ガンバ大阪門真ジュニアユース 関西第3代表／大阪府

【14】

ＪＦＡアカデミー福島U-15 東海第2代表／静岡県

【24】

ベガルタ仙台ジュニアユース 東北第2代表／宮城県

前橋フ(B)

前橋フ(D)

11:00

J-GREEN堺：J-GREEN堺（S1～S5）

前橋フ ：前橋フットボールセンター（A～D）

前橋総合 ：前橋総合運動公園 陸上競技場



MN 日付 ｷｯｸｵﾌ

【1】 12月22日 13:20 －

【2】 12月22日 13:20 －

【3】 12月22日 11:00 －

【4】 12月22日 11:00 －

【5】 12月22日 11:00 －

【6】 12月22日 11:00 －

【7】 12月22日 13:20 －

【8】 12月22日 13:20 －

【9】 12月22日 11:00 －

【10】 12月22日 11:00 －

【11】 12月22日 13:20 －

【12】 12月22日 13:20 －

【13】 12月22日 11:00 －

【14】 12月22日 11:00 －

【15】 12月22日 13:20 －

【16】 12月22日 13:20 －

【17】 12月23日 13:20 －

【18】 12月23日 11:00 －

【19】 12月23日 11:00 －

【20】 12月23日 13:20 －

【21】 12月23日 11:00 －

【22】 12月23日 13:20 －

【23】 12月23日 11:00 －

【24】 12月23日 13:20 －

【25】 12月25日 13:20 －

【26】 12月25日 11:00 －

【27】 12月25日 11:00 －

【28】 12月25日 13:20 －

【29】 12月27日 13:20 －

【30】 12月27日 11:00 －

F 【31】 12月28日 13:00 －

J-GREEN堺(S4)

青森山田中学校 サガン鳥栖U-15 J-GREEN堺(S2)

セレッソ大阪U-15 FC.フェルボール愛知 J-GREEN堺(S4)

高円宮杯 JFA 第30回全日本U-15サッカー選手権大会

マッチスケジュール 

会場

1
回
戦

ファジアーノ岡山U-15 川崎フロンターレU-15 J-GREEN堺(S2)

清水エスパルスジュニアユース 京都サンガF.C. U-15

ジュビロ磐田U-15 ＦＣ古河 前橋フ(A)

ツエーゲン金沢U-15 アビスパ福岡U-15 前橋フ(C)

ガンバ大阪ジュニアユース

愛媛ＦＣ U-15 新居浜 アルビレックス新潟U-15 J-GREEN堺(S3)

レノファ山口ＦＣ U-15 湘南ベルマーレU-15 J-GREEN堺(S5)

日章学園中学校 スプレッド・イーグルFC函館 J-GREEN堺(S3)

ＦＣ東京U-15深川 セレッソ大阪 西U-15 J-GREEN堺(S5)

 FC東京U-15むさし 前橋フ(A)

名古屋グランパスU-15 北海道コンサドーレ旭川U-15 前橋フ(C)

北海道コンサドーレ札幌U-15 ＪＦＡアカデミー福島U-15 前橋フ(B)

大分トリニータU-15 浦和レッズジュニアユース 前橋フ(D)

横浜ＦＣジュニアユース 徳島ヴォルティスジュニアユース 前橋フ(B)

ガンバ大阪門真ジュニアユース ベガルタ仙台ジュニアユース 前橋フ(D)

J-GREEN堺(S5)

前橋フ(A)

2
回
戦

J-GREEN堺(S2)

J-GREEN堺(S2)

J-GREEN堺(S5)

Q
F

J-GREEN堺(S1)

J-GREEN堺(S1)

前橋フ(A)

前橋フ(B)

前橋総合

前橋総合

前橋フ(B)

味フィ西

S
F

味フィ西

味フィ西


