
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022　プリンスリーグ北信越

所属 略称

新潟 帝京長岡

石川 新潟明訓

長野 日本文理

富山 富山第一

富山 星稜

新潟

石川

新潟

新潟

石川

節 開催日 試合No. 時間 会場名 開催日 試合No. 時間 会　場　名

0101 10:30 日本文理 － 金沢U18 日本文理 6月25日 1001 10:30 金沢U18 － 日本文理 金大B

4月3日 0102 10:30 遊学館 － 帝京長岡 金大B 1002 10:30 新潟明訓 － 富山第一 新潟明訓

0103 10:30 松本U18 － 新潟U18 かりがね 6月26日 1003 10:30 新潟U18 － 松本U18 アルビレッジ

0104 10:30 富山U18 － 星稜 永森記念 1004 10:30 星稜 － 富山U18 星稜

7月18日 0105 10:30 富山第一 － 新潟明訓 富山第一 1005 11:00 帝京長岡 － 遊学館 帝京長岡

0201 10:30 日本文理 － 新潟明訓 日本文理 1101 10:30 遊学館 － 新潟U18 金沢市民

4月9日 0202 10:30 新潟U18 － 星稜 アルビレッジ 7月2日 1102 13:30 金沢U18 － 星稜 金沢市民

0203 10:30 遊学館 － 富山第一 金大B 1103 10:30 松本U18 － 新潟明訓 かりがね

0204 10:30 松本U18 － 帝京長岡 かりがね 7月3日 1104 10:30 富山U18 － 富山第一 永森記念

4月10日 0205 10:30 金沢U18 － 富山U18 金大B 1105 11:00 帝京長岡 － 日本文理 帝京長岡

9月19日 0301 10:30 日本文理 － 星稜 日本文理 7月9日 1201 10:30 新潟明訓 － 遊学館 新潟明訓

9月25日 0302 10:30 遊学館 － 新潟明訓 能登島A 1202 10:30 星稜 － 日本文理 金大B

0303 10:30 松本U18 － 富山U18 かりがね 7月10日 1203 10:30 富山U18 － 松本U18 永森記念

4月16日 0304 11:00 帝京長岡 － 新潟U18 帝京長岡 1204 10:30 富山第一 － 金沢U18 富山第一

0305 14:30 金沢U18 － 富山第一 交流広場 1205 16:00 新潟U18 － 帝京長岡 アルビレッジ

9月15日 0401 18:30 新潟明訓 － 新潟U18 新潟明訓 8月27日 1301 18:30 金沢U18 － 松本U18 金大B

4月23日 0402 10:30 星稜 － 帝京長岡 金大B 未定 1302 延期 帝京長岡 － 星稜

0403 10:30 富山U18 － 遊学館 永森記念 未定 1303 延期 日本文理 － 富山第一

9月17日 0404 10:30 富山第一 － 日本文理 富山第一 8月28日 1304 9:30 遊学館 － 富山U18 金大B

6月19日 0405 10:30 松本U18 － 金沢U18 千曲川C 1305 15:30 新潟U18 － 新潟明訓 アルビレッジ

4月29日 0501 10:30 新潟U18 － 富山U18 アルビレッジ 未定 1401 延期 新潟明訓 － 帝京長岡

未定 0502 延期 日本文理 － 松本U18 未定 1402 延期 富山U18 － 新潟U18

4月29日 0503 10:30 星稜 － 富山第一 星稜 9月28日 1403 18:30 富山第一 － 星稜 富山第一

0504 10:30 遊学館 － 金沢U18 金沢市民 9月3日 1404 18:30 金沢U18 － 遊学館 金大B

10月5日 0505 17:00 帝京長岡 － 新潟明訓 帝京長岡 9月25日 1405 14:30 松本U18 － 日本文理 かりがね

5月2日 0601 17:30 富山第一 － 帝京長岡 富山第一 9月10日 1501 9:30 帝京長岡 － 富山第一 帝京長岡

0602 10:30 金沢U18 － 新潟U18 金沢市民 未定 1502 延期 新潟明訓 － 富山U18

5月3日 0603 10:30 遊学館 － 日本文理 金大B 1503 9:30 日本文理 － 遊学館 日本文理

0604 10:30 松本U18 － 星稜 かりがね 9月10日 1504 9:30 星稜 － 松本U18 金大B

0605 10:30 富山U18 － 新潟明訓 永森記念 1505 14:30 新潟U18 － 金沢U18 スワンフィールド

5月14日 0701 10:30 星稜 － 遊学館 金大B 1601 10:30 日本文理 － 新潟U18 日本文理

0702 10:30 新潟明訓 － 金沢U18 新潟明訓 1602 10:30 遊学館 － 星稜 金沢市民

5月15日 0703 10:30 新潟U18 － 日本文理 アルビレッジ 9月23日 1603 13:30 金沢U18 － 新潟明訓 金沢市民

0704 10:30 富山第一 － 松本U18 富山第一 1604 10:30 松本U18 － 富山第一 松本市サッカー場

0705 13:00 帝京長岡 － 富山U18 帝京長岡 1605 10:30 富山U18 － 帝京長岡 岩瀬

5月8日 0801 10:30 富山第一 － 富山U18 富山第一 10月1日 1701 10:30 新潟明訓 － 日本文理 新潟明訓

0802 10:30 新潟明訓 － 松本U18 新潟明訓 未定 1702 延期 帝京長岡 － 松本U18

5月21日 0803 10:30 新潟U18 － 遊学館 スワンフィールド 未定 1703 延期 星稜 － 新潟U18

0804 10:30 日本文理 － 帝京長岡 日本文理 未定 1704 延期 富山U18 － 金沢U18

0805 10:30 星稜 － 金沢U18 金沢市民 10月2日 1705 10:30 富山第一 － 遊学館 富山第一

0901 10:30 新潟明訓 － 星稜 新潟明訓 1801 11:00 帝京長岡 － 金沢U18 帝京長岡

0902 10:30 遊学館 － 松本U18 金大B 1802 11:00 日本文理 － 富山U18 日本文理

6月11日 0903 13:30 金沢U18 － 帝京長岡 金大B 10月9日 1803 11:00 星稜 － 新潟明訓 星稜

0904 10:30 富山U18 － 日本文理 岩瀬 1804 11:00 松本U18 － 遊学館 松本市サッカー場

0905 12:00 新潟U18 － 富山第一 アルビレッジ 1805 11:00 富山第一 － 新潟U18 富山第一

組　み　合　わ　せ

千曲川リバーフロントスポーツガーデン　C 千曲川C

松本市サッカー場 松本市サッカー場

アルウィン芝生

松本市かりがねサッカー場 かりがね

七尾市能登島グラウンド　A 能登島A

金沢市スポーツ交流広場 交流広場

帝京長岡高等学校

新潟明訓高等学校

日本文理高等学校

富山第一高等学校

星稜高等学校金大B

金沢市民

永森記念

岩瀬

富山第一

新潟明訓 金沢市民サッカー場

永森記念グラウンド

富山県岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場

金沢大学SOLTILO FIELD　B

学校会場名

新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ

デンカスワンフィールド スワンフィールド

会場名 略称

星稜高等学校

アルビレックス新潟U18

帝京長岡

金沢U18

チーム名 略称

星稜

帝京長岡高等学校

ツエーゲン金沢U18

松本山雅U18

カターレ富山U18

富山第一高等学校

新潟U18

新潟明訓高等学校

松本U18

富山U18

第9節 第18節

組　み　合　わ　せ

日本文理高等学校

遊学館高等学校

第6節 第15節

第7節 第16節

第8節 第17節

第3節

第4節 第13節

第5節 第14節

日本文理

遊学館

松 本平広域公園アルウィン芝生グラウンド

第1節 第10節

第2節 第11節

第12節


