
2021年11月14日(日)･北信越3種委員会にて修正した版

：

U15 新潟 アルビレックス新潟 ：AC長野パルセイロ 長野

U15 新潟 F.THREE ： アンテロープ塩尻 長野

U13 新潟 長岡JYFC ： グランセナ新潟 新潟

U13 新潟 エスプリ長岡 ： 松本山雅FC 長野

U15 長野 松本山雅FC ： グランセナ新潟 新潟

U13 長野 AC長野パルセイロ： アルビレックス新潟 新潟

U15 富山 カターレ富山 ： SQUARE富山 富山

U13 富山 カターレ富山 ： エスポワール白山 石川

U15 石川 ツエーゲン金沢 ： PateoFC金沢 石川

U13 石川 ツエーゲン金沢 ： 坂井ph丸岡JY 福井

福井 U15 福井 坂井ph丸岡JY ： 長岡JYFC 新潟

U15 新潟 グランセナ新潟 ： F.THREE 新潟

U15 新潟 長岡JYFC ： アルビレックス新潟 新潟

U13 新潟 アルビレックス新潟 ： グランセナ新潟 新潟

U13 新潟 長岡JYFC ： エスプリ長岡 新潟

U15 長野 松本山雅FC ： SQUARE富山 富山

U15 長野 AC長野パルセイロ： アンテロープ塩尻 長野

U13 長野 松本山雅FC ：AC長野パルセイロ 長野

U15 富山 カターレ富山 ： ツエーゲン金沢 石川

U13 富山 カターレ富山 ： 坂井ph丸岡JY 福井

U15 石川 PateoFC金沢 ： 坂井ph丸岡JY 福井

U13 石川 ツエーゲン金沢 ： エスポワール白山 石川

U15 新潟 グランセナ新潟 ： カターレ富山 富山

U13 新潟 アルビレックス新潟 ： エスプリ長岡 新潟

U13 新潟 長岡JYFC ： 松本山雅FC 長野

U13 新潟 グランセナ新潟 ：AC長野パルセイロ 長野

U15 長野 AC長野パルセイロ： PateoFC金沢 石川

U15 長野 アンテロープ塩尻 ： 長岡JYFC 新潟

富山 U15 富山 SQUARE富山 ： アルビレックス新潟 新潟

U15 石川 ツエーゲン金沢 ： F.THREE 新潟

U13 石川 ツエーゲン金沢 ： カターレ富山 富山

U15 福井 坂井ph丸岡JY ： 松本山雅FC 長野

U13 福井 坂井ph丸岡JY ： エスポワール白山 石川

新潟

石川

第６節

(第2節)

5月7日

(土)

5月8日

(日)

第７節

(第3節)

5月14日

(土)

5月15日

(日)

5月3日

(火)

長野第５節

(第1節)

富山

新潟

長野

富山

石川

新潟

長野

石川

福井

高円宮杯 JFA･U-15サッカーリーグ2022 第14回北信越リーグ／U-13サッカーリーグ2022 第9回北信越リーグ

日程・組み合わせ

U15節

(U13節)
期日 開催県 会　場 Kick Off

Cate

gory

対戦カード
副審 第四審

公式

記録

会場

担当ホーム(ホーム対応) アウェイ(アウェイ対応)

3連休だが3日(火)を原則とす

る。

→次節7日(土)までの日数確

保

→5日(木)を予備日対応可

能なようにしておく。



：

U15節

(U13節)
期日 開催県 会　場 Kick Off

Cate

gory

対戦カード
副審 第四審

公式

記録

会場

担当ホーム(ホーム対応) アウェイ(アウェイ対応)

U13 新潟 アルビレックス新潟 ： 坂井ph丸岡JY 福井

U13 新潟 長岡JYFC ： ツエーゲン金沢 石川

U13 新潟 グランセナ新潟 ： エスプリ長岡 新潟

U13 長野 松本山雅FC ： エスポワール白山 石川

U13 長野 AC長野パルセイロ： カターレ富山 富山

U15 新潟 グランセナ新潟 ： 坂井ph丸岡JY 福井

U15 新潟 長岡JYFC ： SQUARE富山 富山

U15 新潟 F.THREE ： PateoFC金沢 石川

U15 長野 松本山雅FC ： アルビレックス新潟 新潟

U15 長野 AC長野パルセイロ： カターレ富山 富山

U15 長野 アンテロープ塩尻 ： ツエーゲン金沢 石川

U15 新潟 長岡JYFC ： カターレ富山 富山

U15 新潟 アルビレックス新潟 ： PateoFC金沢 石川

U13 新潟 アルビレックス新潟 ： 長岡JYFC 新潟

U15 長野 松本山雅FC ： ツエーゲン金沢 石川

U15 長野 AC長野パルセイロ： グランセナ新潟 新潟

U15 長野 アンテロープ塩尻 ： SQUARE富山 富山

富山 U13 富山 カターレ富山 ： 松本山雅FC 長野

U13 石川 ツエーゲン金沢 ： グランセナ新潟 新潟

U13 石川 エスポワール白山 ： エスプリ長岡 新潟

U15 福井 坂井ph丸岡JY ： F.THREE 新潟

U13 福井 坂井ph丸岡JY ：AC長野パルセイロ 長野

U15 新潟 F.THREE ：AC長野パルセイロ 長野

U13 新潟 長岡JYFC ：AC長野パルセイロ 長野

U13 新潟 エスプリ長岡 ： ツエーゲン金沢 石川

U15 富山 カターレ富山 ： 松本山雅FC 長野

U15 富山 SQUARE富山 ： グランセナ新潟 新潟

U13 富山 カターレ富山 ： グランセナ新潟 新潟

U15 石川 ツエーゲン金沢 ： アルビレックス新潟 新潟

U15 石川 PateoFC金沢 ： 長岡JYFC 新潟

U13 石川 エスポワール白山 ： アルビレックス新潟 新潟

U15 福井 坂井ph丸岡JY ： アンテロープ塩尻 長野

U13 福井 坂井ph丸岡JY ： 松本山雅FC 長野

U15 新潟 長岡JYFC ： ツエーゲン金沢 石川

U15 新潟 アルビレックス新潟 ： カターレ富山 富山

U15 新潟 F.THREE ： SQUARE富山 富山

U13 新潟 アルビレックス新潟 ： 松本山雅FC 長野

U15 長野 松本山雅FC ： PateoFC金沢 石川

U15 長野 AC長野パルセイロ： 坂井ph丸岡JY 福井

U15 長野 アンテロープ塩尻 ： グランセナ新潟 新潟

富山 U13 富山 カターレ富山 ： エスプリ長岡 新潟

U13 石川 ツエーゲン金沢 ：AC長野パルセイロ 長野

U13 石川 エスポワール白山 ： グランセナ新潟 新潟

福井 U13 福井 坂井ph丸岡JY ： 長岡JYFC 新潟

U13 新潟 アルビレックス新潟 ： カターレ富山 富山

U13 新潟 長岡JYFC ： エスポワール白山 石川

U13 新潟 グランセナ新潟 ： 坂井ph丸岡JY 福井

U13 長野 松本山雅FC ： ツエーゲン金沢 石川

U13 長野 AC長野パルセイロ： エスプリ長岡 新潟

　この両日はCY連盟の各県プレーオフ(北信越7～12位が各県で出場決定戦)を行う日となるが、ここまで実施できなかった試合の予備日ともする。

U13 新潟 アルビレックス新潟 ： ツエーゲン金沢 石川

U13 新潟 長岡JYFC ： カターレ富山 富山

U13 新潟 エスプリ長岡 ： 坂井ph丸岡JY 福井

U15 長野 松本山雅FC ： 長岡JYFC 新潟

U13 長野 松本山雅FC ： グランセナ新潟 新潟

U13 長野 AC長野パルセイロ： エスポワール白山 石川

U15 富山 カターレ富山 ： F.THREE 新潟

U15 富山 SQUARE富山 ：AC長野パルセイロ 長野

U15 石川 ツエーゲン金沢 ： グランセナ新潟 新潟

U15 石川 PateoFC金沢 ： アンテロープ塩尻 長野

福井 U15 福井 坂井ph丸岡JY ： アルビレックス新潟 新潟

　ここまででU13の前期が終了。未消化試合がある場合は8月前半までに終了させる。

(第4節)

5月21日

(土)

5月22日

(日)

6月25日

(土)

6月26日

(日)

富山

石川

長野

長野

新潟

長野

新潟

第12節

(第9節)

6月18日

(土)

6月19日

(日)

(第8節)

7月2日

(土)

7月3日

(日)

第10節

(第6節)

第11節

(第7節)

第８節

5月28日

(土)

5月29日

(日)

第9節

(第5節)

6月4日

(土)

6月5日

(日)

6月11日

(土)

6月12日

(日)

長野

石川

新潟

福井

石川

福井

新潟

長野

石川

新潟

長野

新潟

新潟

富山



：

U15節

(U13節)
期日 開催県 会　場 Kick Off

Cate

gory

対戦カード
副審 第四審

公式

記録

会場

担当ホーム(ホーム対応) アウェイ(アウェイ対応)

U15 新潟 長岡JYFC ： グランセナ新潟 新潟

U15 新潟 F.THREE ： アルビレックス新潟 新潟

U13 新潟 アルビレックス新潟 ：AC長野パルセイロ 長野

U13 新潟 グランセナ新潟 ： 長岡JYFC 新潟

U15 長野 アンテロープ塩尻 ： 松本山雅FC 長野

U13 長野 松本山雅FC ： エスプリ長岡 新潟

U15 富山 カターレ富山 ： PateoFC金沢 石川

U15 富山 SQUARE富山 ： 坂井ph丸岡JY 福井

U15 石川 ツエーゲン金沢 ：AC長野パルセイロ 長野

U13 石川 エスポワール白山 ： カターレ富山 富山

福井 U13 福井 坂井ph丸岡JY ： ツエーゲン金沢 石川

U15 新潟 グランセナ新潟 ： 松本山雅FC 長野

U15 新潟 長岡JYFC ： 坂井ph丸岡JY 福井

U13 新潟 グランセナ新潟 ： アルビレックス新潟 新潟

U13 新潟 エスプリ長岡 ： 長岡JYFC 新潟

U15 長野 AC長野パルセイロ： アルビレックス新潟 新潟

U15 長野 アンテロープ塩尻 ： F.THREE 新潟

U13 長野 AC長野パルセイロ： 松本山雅FC 長野

富山 U15 富山 SQUARE富山 ： カターレ富山 富山

U15 石川 PateoFC金沢 ： ツエーゲン金沢 石川

U13 石川 エスポワール白山 ： ツエーゲン金沢 石川

福井 U13 福井 坂井ph丸岡JY ： カターレ富山 富山

U15 新潟 F.THREE ： グランセナ新潟 新潟

U15 新潟 アルビレックス新潟 ： 長岡JYFC 新潟

U13 新潟 エスプリ長岡 ： アルビレックス新潟 新潟

U15 長野 アンテロープ塩尻 ：AC長野パルセイロ 長野

U13 長野 松本山雅FC ： 長岡JYFC 新潟

U13 長野 AC長野パルセイロ： グランセナ新潟 新潟

U15 富山 SQUARE富山 ： 松本山雅FC 長野

U13 富山 カターレ富山 ： ツエーゲン金沢 石川

U15 石川 ツエーゲン金沢 ： カターレ富山 富山

U13 石川 エスポワール白山 ： 坂井ph丸岡JY 福井

福井 U15 福井 坂井ph丸岡JY ： PateoFC金沢 石川

U15 新潟 長岡JYFC ： アンテロープ塩尻 長野

U15 新潟 アルビレックス新潟 ： SQUARE富山 富山

U15 新潟 F.THREE ： ツエーゲン金沢 石川

U13 新潟 エスプリ長岡 ： グランセナ新潟 新潟

長野 U15 長野 松本山雅FC ： 坂井ph丸岡JY 福井

U15 富山 カターレ富山 ： グランセナ新潟 新潟

U13 富山 カターレ富山 ：AC長野パルセイロ 長野

U15 石川 PateoFC金沢 ：AC長野パルセイロ 長野

U13 石川 ツエーゲン金沢 ： 長岡JYFC 新潟

U13 石川 エスポワール白山 ： 松本山雅FC 長野

福井 U13 福井 坂井ph丸岡JY ： アルビレックス新潟 新潟

新潟

長野

石川

新潟

長野

長野

富山

石川

第17節

(第12節)

9月10日

(土)

9月11日

(日)

第16節

(第11節)

新潟

第18節

(第13節)

9月17日

(土)

9月18日

(日)

9月19日

(月)

8月27日

(土)

8月28日

(日)

9月3日

(土)

9月4日

(日)

第15節

(第10節)

富山

石川

新潟

富山

石川

ナイター実施期間最終節

残暑が心配ではあるが、時期

的な配慮から、ナイターでなくて

も可とする。新潟県は一部10

日に運動会も想定されるので

11日実施の方が無難。

運動会とクラブの新人戦日程

を配慮。特にU13。新潟や石

川の一部は17日に運動会が

想定されるので18･19日を推

奨。



：

U15節

(U13節)
期日 開催県 会　場 Kick Off

Cate

gory

対戦カード
副審 第四審

公式

記録

会場

担当ホーム(ホーム対応) アウェイ(アウェイ対応)

U15 新潟 アルビレックス新潟 ： 松本山雅FC 長野

U13 新潟 長岡JYFC ： アルビレックス新潟 新潟

U13 新潟 グランセナ新潟 ： ツエーゲン金沢 石川

U13 新潟 エスプリ長岡 ： エスポワール白山 石川

U13 長野 松本山雅FC ： カターレ富山 富山

U13 長野 AC長野パルセイロ： 坂井ph丸岡JY 福井

U15 富山 カターレ富山 ：AC長野パルセイロ 長野

U15 富山 SQUARE富山 ： 長岡JYFC 新潟

U15 石川 ツエーゲン金沢 ： アンテロープ塩尻 長野

U15 石川 PateoFC金沢 ： F.THREE 新潟

福井 U15 福井 坂井ph丸岡JY ： グランセナ新潟 新潟

U15 新潟 グランセナ新潟 ：AC長野パルセイロ 長野

U15 新潟 F.THREE ： 坂井ph丸岡JY 福井

U13 新潟 アルビレックス新潟 ： エスポワール白山 石川

U13 新潟 グランセナ新潟 ： カターレ富山 富山

U13 長野 松本山雅FC ： 坂井ph丸岡JY 福井

U13 長野 AC長野パルセイロ： 長岡JYFC 新潟

U15 富山 カターレ富山 ： 長岡JYFC 新潟

U15 富山 SQUARE富山 ： アンテロープ塩尻 長野

U15 石川 ツエーゲン金沢 ： 松本山雅FC 長野

U15 石川 PateoFC金沢 ： アルビレックス新潟 新潟

U13 石川 ツエーゲン金沢 ： エスプリ長岡 新潟

　ここまででU15の未消化試合がある場合は10月8･9･10日(北信越CY新人戦期間中)に実施する。

　ここまででU13の未消化試合がある場合は10月16日PM(北信越U13トレセン終了後)に実施する。あるいはトレセン選手抜きで実施も考慮。

U13 新潟 長岡JYFC ： 坂井ph丸岡JY 福井

U13 新潟 グランセナ新潟 ： エスポワール白山 石川

U13 新潟 エスプリ長岡 ： カターレ富山 富山

U13 長野 松本山雅FC ： アルビレックス新潟 新潟

U13 長野 AC長野パルセイロ： ツエーゲン金沢 石川

U13 富山 カターレ富山 ： アルビレックス新潟 新潟

U13 長野 AC長野パルセイロ： エスプリ長岡 新潟

U13 石川 ツエーゲン金沢 ： 松本山雅FC 長野

U13 石川 エスポワール白山 ： 長岡JYFC 新潟

U13 福井 坂井ph丸岡JY ： グランセナ新潟 新潟

U13 新潟 グランセナ新潟 ： 松本山雅FC 長野

U13 富山 カターレ富山 ： 長岡JYFC 新潟

U13 石川 ツエーゲン金沢 ： アルビレックス新潟 新潟

U13 石川 エスポワール白山 ：AC長野パルセイロ 長野

U13 福井 坂井ph丸岡JY ： エスプリ長岡 新潟

※ 和倉温泉多目的G-A U13 U15全チームスタッフ･選手出席閉会式・表彰式

新潟

長野

富山

石川

石川

第20節

(第15節)

10月1日

(土)

10月2日

(日)

(第17節)
10月29日

(土)

(第18節)

(第16節)

10月22日

(土)

10月23日

(日)

10月30日

(日)

第19節

(第14節)

9月23日

(金)

9月24日

(土)

9月25日

(日)

新潟

長野

富山

石川

新潟

長野

富山

石川

クラブの新人戦日程を配慮。

特にU13。

石川は23日にリーグ、24･25

日は新人戦とする。

長野県の文化祭配慮→10

月1日→長野県チームの試合

は2日(日)に設定する。

23日は3種委員長が和倉に集

合。運営上22日にU13を行う

のが良いが文化祭なども考慮し


