
① (4) ④ ① (4) ④

(2) (1) (2) (1)

③ ③

② ②

⑤ ⑤

(1) (2) (3) (4)

① ① ② ②

Ｋｉｒａｒａ ⚽
ブリストル ⚽
アシスト ⚽

得点 失点 得失差 順位

ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ ⚽
D ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ アシスト ブリストル Ｋｉｒａｒａ 勝点

Ｖファーレン ⚽
セレージャ ⚽
ＣＡセレスト ⚽

得点 失点 得失差 順位

キックス ⚽
C キックス ＣＡセレスト セレージャ Ｖファーレン 勝点

ジュラーレ ⚽
ＩＭＵＲＡ ⚽

スネイル ⚽
アルディート ⚽

勝点 得点 失点 得失差 順位ＩＭＵＲＡ

長崎ＦＣ ⚽
Ｂ 長崎ＦＣ アルディート スネイル ジュラーレ

チューリップ ⚽
ドリーム ⚽

エクセデール ⚽
ＦＣ雲仙 ⚽

失点 得失差 順位

レインボー ⚽

ブリストル

■１次ラウンド星取表

A レインボー ＦＣ雲仙 エクセデール チューリップ ドリーム 勝点 得点

ＣＡセレスト ③ セレージャ アシスト ④

キックス ③ Ｖファーレン ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ ④

(5)
ＦＣ雲仙

A
(3)
ドリーム アルディート

Ｂ

C D

２０１８年度　第２６回長崎県クラブユース（Ｕ－１４）サッカー大会組み合わせ
■１次ラウンド：１２月１日(土）・２日（日）

　会場…平成町人工芝グラウンド、百花台公園サッカー場、国見総合運動公園芝生広場

レインボー 長崎ＦＣ

Ｋｉｒａｒａ

(3)
ＩＭＵＲＡ

エクセデール チューリップ スネイル ジュラーレ

(5)



セレージャ

ブリストル

第４審

アシスト

ブリストル セレージャ

Ｋｉｒａｒａ Ｖファーレン

(4) １４：３０～１５：３５ アシスト ｖｓ Ｋｉｒａｒａ キックス ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ 片付け アシスト

準備 キックス セレージャ

本部
キックス セレージャ ブリストル

(3) １３：００～１４：０５ ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ ｖｓ ブリストル ＣＡセレスト アシスト

ＣＡセレスト Ｖファーレン Ｋｉｒａｒａ

(2) １１：３０～１２：３５ ＣＡセレスト ｖｓ Ｖファーレン ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ

(1) １０：００～１１：０５ キックス ｖｓ セレージャ アシスト

試合会場 国見総合運動公園芝生広場 審　　判
本部

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ ＡＲ 第４審

(4) １４：００～１５：０５ 長崎ＦＣ ｖｓ ジュラーレ スネイル ＩＭＵＲＡ アルディート

(5) １５：３０～１６：３５ アルディート ｖｓ ＩＭＵＲＡ ジュラーレ 長崎ＦＣ スネイル

(3) １２：３０～１３：３５ スネイル ｖｓ ＩＭＵＲＡ アルディート ジュラーレ 長崎ＦＣ

アルディート ジュラーレ

(2) １１：００～１２：０５ アルディート ｖｓ ジュラーレ 長崎ＦＣ

(1) ０９：３０～１０：３５ 長崎ＦＣ ｖｓ スネイル ＩＭＵＲＡ

スネイル ＩＭＵＲＡ

試合会場 平成町人工芝グラウンド（海側） 審　　判
本部

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ ＡＲ 第４審

(4) １４：００～１５：０５ レインボー ｖｓ チューリップ エクセデール ドリーム ＦＣ雲仙

(5) １５：３０～１６：３５ ＦＣ雲仙 ｖｓ ドリーム チューリップ レインボー エクセデール

(3) １２：３０～１３：３５ エクセデール ｖｓ ドリーム ＦＣ雲仙 チューリップ レインボー

(2) １１：００～１２：０５ ＦＣ雲仙 ｖｓ チューリップ レインボー エクセデール ドリーム

(1) ０９：３０～１０：３５ レインボー ｖｓ エクセデール ドリーム ＦＣ雲仙 チューリップ

セレージャ セレージャ ＣＡセレスト

■１次ラウンド：１２月２日（日）

試合会場 平成町人工芝グラウンド（山側） 審　　判
本部

試合時刻 組合せ

④ １５：３０～１６：３５ アシスト ｖｓ ブリストル ＣＡセレスト 片付け アシスト ブリストル

Ｒ ＡＲ ＡＲ 第４審

③ １４：００～１５：０５ ＣＡセレスト ｖｓ セレージャ アシスト ブリストル ブリストル

② １１：３０～１２：３５ ブリストル ｖｓ Ｋｉｒａｒａ セレージャ Ｖファーレン Ｖファーレン

ＡＲ

① １０：００～１１：０５ セレージャ ｖｓ Ｖファーレン ブリストル Ｋｉｒａｒａ Ｋｉｒａｒａ

Ｖファーレン Ｋｉｒａｒａ

キックス Ｖファーレン

試合会場 百花台サッカー場 審　　判
本部

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ

② １１：３０～１２：３５ ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ ｖｓ アシスト キックス ＣＡセレスト ＣＡセレスト キックス

片付け スネイル ジュラーレ

第４審

① １０：００～１１：０５ キックス ｖｓ ＣＡセレスト ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ アシスト アシスト ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ

試合会場 国見総合運動公園芝生広場 審　　判
本部

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ ＡＲ

⑤ １５：３０～１６：３５ スネイル ｖｓ ジュラーレ ＩＭＵＲＡ 長崎ＦＣ アルディート

ＩＭＵＲＡ 長崎ＦＣ

ジュラーレ④ １４：００～１５：０５ 長崎ＦＣ ｖｓ ＩＭＵＲＡ アルディート スネイル

③ １２：３０～１３：３５ アルディート ｖｓ スネイル ジュラーレ

② １１：００～１２：０５ ジュラーレ ｖｓ ＩＭＵＲＡ 長崎ＦＣ アルディート スネイル

片付け エクセデール チューリップ

第４審

① ０９：３０～１０：３５ 長崎ＦＣ ｖｓ アルディート スネイル ジュラーレ ＩＭＵＲＡ

試合会場 平成町人工芝グラウンド（海側） 審　　判
本部

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ ＡＲ

⑤ １５：３０～１６：３５ エクセデール ｖｓ チューリップ ドリーム レインボー ＦＣ雲仙

ドリーム レインボー

チューリップ④ １４：００～１５：０５ レインボー ｖｓ ドリーム ＦＣ雲仙 エクセデール

③ １２：３０～１３：３５ ＦＣ雲仙 ｖｓ エクセデール チューリップ

② １１：００～１２：０５ チューリップ ｖｓ ドリーム レインボー ＦＣ雲仙 エクセデール

① ０９：３０～１０：３５ レインボー ｖｓ ＦＣ雲仙 エクセデール チューリップ ドリーム

■１次ラウンド：１２月１日（土）

試合会場 平成町人工芝グラウンド（山側） 審　　判
本部

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ ＡＲ 第４審

本部

準備 長崎ＦＣ アルディート

本部

ドリーム

ＩＭＵＲＡ

準備 レインボー ＦＣ雲仙

準備 セレージャ Ｖファーレン

本部

セレージャ

ブリストル

準備

片付け

キックス ＣＡセレスト

ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ Ｋｉｒａｒａ

本部

キックス

ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ

準備 長崎ＦＣ スネイル

本部

片付け アルディート ＩＭＵＲＡ

ジュラーレ

準備 レインボー エクセデール

本部

片付け ＦＣ雲仙 ドリーム

チューリップ

ＣＡセレスト

ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ

Ｋｉｒａｒａ

ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ Ｋｉｒａｒａ

④ １５：３０～１６：３５ ｳﾞｪﾙｽﾘｱﾝ ｖｓ Ｋｉｒａｒａ Ｖファーレン キックス

③ １４：００～１５：０５ キックス ｖｓ



Ｄ４位

ＣＤ３位下位

第４審

第４審

■決勝Ｔ１回戦・準々決勝：１２月８日（土）

試合会場 島原市営平成町人工芝G（山側） 審　　判
本部

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ ＡＲ

Ｂ２位 ＣＤ３位上位 Ｂ３位

⑧ １５：３０～１６：３５ ｖｓ 協会 Ｂ５位 Ａ５位 準々決勝負

⑦ １４：００～１５：０５ ｖｓ 協会 Ａ５位 Ｂ５位 準々決勝負

準々決勝負 準々決勝負 準々決勝負

⑥ １１：３０～１２：３５ ｖｓ 協会

⑤ １０：００～１１：０５ ｖｓ 協会

準々決勝負 準々決勝負 準々決勝負

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ ＡＲ 第４審

Ｂ１位 海①勝 海②負

■準決勝、第3位決定戦、決勝：１２月９日（日）

試合会場 百花台公園サッカー場 審　　判

④ １５：００～１６：０５ 海②勝 ｖｓ Ｄ１位 協会

③ １３：３０～１４：３５ Ｂ１位 ｖｓ 海①勝 協会 海②勝 Ｄ１位 海①負

② １１：３０～１２：３５ Ｂ３位 ｖｓ Ａ２位 ＣＤ３位下位 Ｃ２位 Ａ３位

ＡＲ

① １０：００～１１：０５ Ｃ２位 ｖｓ Ａ３位 Ｄ４位 Ｂ３位 Ａ２位

試合時刻 組合せ Ｒ ＡＲ

Ｃ４位

山②勝 Ｃ１位 山①負

④ １５：００～１６：０５ 山②勝 ｖｓ

② １１：３０～１２：３５ Ｂ２位 ｖｓ ＣＤ３位上位 ＡＢ４位下位 Ｄ２位

③ １３：３０～１４：３５ Ａ１位 ｖｓ 山①勝 協会

Ａ１位 Ｄ２位 ＡＢ４位上位 Ｃ２位 Ａ３位 Ｂ１位

試合会場 島原市営平成町人工芝G（海側） 審　　判

山①勝 山②負

ＡＢ４位上位 Ｃ４位 Ｂ２位 ＣＤ３位上位 ＡＢ４位下位① １０：００～１１：０５ Ｄ２位 ｖｓ

Ｃ１位 協会 Ａ１位

ＡＢ４位上位

12月8日

A③ B③ 平成町
人工芝

Ｃ１位

A④ B④

決勝 ３位決定戦

⑤敗者 ⑥敗者

百花台公園サッカー場

⑤ ⑥

Ａ２位 Ｄ１位

A① B① A② B②

■決勝トーナメント：１２月９日（土）、１０日（日）

12月9日 ⑧ ⑦

Ｃ４位

ＡＢ４位下位

Ｄ４位

ＣＤ３位下位

準備 Ｄ２位 ＡＢ４位上位

片付け 山②勝 Ｃ１位

本部

準備

本部
Ａ５位

Ｂ５位

片付け

本部

本部

第１試合チーム

最終試合チーム

準備 Ｃ２位 Ａ３位

本部

片付け 海②勝 Ｄ１位


