
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2021　長崎県リーグ2部後期

A 総附2nd 瓊浦 長崎明誠 長崎北 大村 国見3rd 諫商2nd 西陵 勝点 得点 失点 得失 順位

○8-2 ○3-1 ○4-1 ○10-1 ●0-2 △3-3 ○1-0

○2-0 ○1-0 ○3-0 ○3-1
●2-8 △1-1 △1-1 ○2-0 ○3-1 △0-0 ○6-2

●0-2 ●0-1 ●1-5 △0-0 ○3-0

●1-3 △1-1 ●3-5 ○2-0 ○3-2 ●0-1 ●0-2
○1-0 ●1-2 ●3-4 ○2-1

●1-4 △1-1 ○5-3 △5-5 ●2-3 ○8-1 ●1-2
○2-1 ●1-4 ○3-0 △1-1

●1-10 ●0-2 ●0-2 △5-5 ○3-2 △1-1 ●0-1

○5-1 ○2-1 ●1-2 ○3-0 ○3-1
○2-0 ●1-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 ●1-4 ○3-1

●0-1 △0-0 ○3-1 ○4-1
△3-3 △0-0 ○1-0 ●1-8 △1-1 ○4-1 △3-3

●0-3 ●0-3 ○4-3 ●0-3 ●0-3
●0-1 ●2-6 ○2-0 ○2-1 ○1-0 ●1-3 △3-3

●1-3 ●1-2 △1-1 ●1-3

B 創成館2nd 海星 佐世保実業 諫早 長崎工業 南山2nd 日大2nd 佐世保西 勝点 得点 失点 得失 順位

○5-4 ○4-3 ○3-2 ●0-3 ●0-2 ●0-4 ○8-2
○7-0 ○3-1 ○3-2 ○1-0 ○6-0

●4-5 ●1-5 ○2-0 ○2-1 ○6-4 ○3-0 ○5-0

○8-0 ●0-1 △1-1 ○4-0
●3-4 ○5-1 △1-1 ○6-3 ○6-1 ○4-2 ○4-1

○3-0 ●2-4 ○3-1
●2-3 ●0-2 △1-1 ●1-2 ○3-1 ●0-4 ○4-0

●0-7 ●0-8 ●1-3 ●0-2

○3-0 ●1-2 ●3-6 ○2-1 ○5-2 ●1-7 ○6-1
●1-3 ○3-1 ○2-0

○2-0 ●4-6 ●1-6 ●1-3 ●2-5 ○1-0 ○2-1
●2-3 ○1-0 ●0-3 ○2-0 ●0-4 ○4-1

○4-0 ●0-3 ●2-4 ○4-0 ○7-1 ●0-1 ○7-1

●0-1 △1-1 ○4-2 ○4-0
●2-8 ●0-5 ●1-4 ●0-4 ●1-6 ●1-2 ●1-7

●0-6 ●0-4 ●1-3 ●0-2 ●1-4

No 日付 会場 時間 審判 主審 グループ

57 10:00 創成館2nd 西陵 瓊浦 A
58 12:20 西陵 海星 創成館2nd B
59 14:40 海星 佐世保西 諫早 B

60 16:00 創成館 大村 総附2nd A
61 9:30 長崎工業 長崎北 長崎明誠 A
62 11:50 長崎北 南山2nd 長崎工業 B
63 14:40 諫早商業 諫早 佐世保実業 B
64 14:40 大村 西陵 諫商2nd A

65 17:00 諫商2nd 国見3rd 大村 A
66 10:00 日大2nd 長崎北 瓊浦 A
67 12:20 瓊浦 佐世保西 日大2nd B
68 14:40 佐世保西 長崎工業 海星 B
69 17:00 諫早商業 長崎明誠 総附2nd A

70 12:30 創成館2nd 日大2nd 長崎工業 B
71 14:50 長崎工業 佐世保実業 創成館2nd B
72 10:00 長崎工業 諫商2nd 国見3rd A
73 12:20 諫商2nd 長崎工業 佐世保実業 B

74 12:20 国見3rd 日大2nd 諫早 B
75 14:40 長崎北 西陵 国見3rd A
76 17:00 西陵 長崎北 総附2nd A

77 14:40 鎮西学院 佐世保実業 海星 B

78 10:00 南山2nd 大村 5-1 瓊浦 A
80 12:20 瓊浦 南山2nd 2-3 創成館2nd B
94 12:00 日大/南山 日大2nd 4-0 南山2nd B

83 10:30 南山2nd 南山2nd 0-3 佐世保実業 B

84 14:40 諫商 諫商2nd 0-3 瓊浦 A

85 17:00 日大/海星 日大2nd 1-1 海星 B
86 17:00 創成館 国見3rd 0-1 総附2nd A
88 10:00 国見3rd 諫商2nd 0-3 大村 A

82 12:00 諫商2nd 国見3rd 3-1 長崎明誠 A

112 10:00 南山2nd 西陵 3-1 長崎北 A

90 12:00 諫早 佐世保西 1-4 南山2nd B
89 14:00 長崎北 長崎工業 1-1 諫早 B

93 10:00 総附2nd 諫早 0-8 海星 B
81 12:00 諫早 瓊浦 0-2 総附2nd A

95 10:00 長崎明誠 大村 1-2 長崎北 A

97 12:00 西陵 佐世保西 0-6 創成館2nd B
96 14:00 佐世保西 西陵 1-2 長崎明誠 A

100 10:00 大村 諫商2nd 0-3 長崎北 A

99 12:00 長崎工業 大村 2-1 長崎明誠 A

110 14:00 長崎明誠 佐世保西 0-2 長崎工業 B
91 14:00 諫早/創成 西陵 1-3 総附2nd A

111 15:30 西陵/総附 諫早 0-7 創成館2nd B
101 10:00 国見3rd 南山2nd 1-0 海星 B

102 12:00 海星 国見3rd 0-0 瓊浦 A

103 10:00 日大2nd 諫商2nd 4-3 長崎明誠 A

104 12:00 諫商2nd 日大2nd 4-2 佐世保実業 B

105 10:00 海星 諫商2nd 0-3 総附2nd A

106 12:00 創成館2nd 佐世保西 0-4 海星 B

107 14:00 佐世保西 日大2nd 0-1 創成館2nd B

109 10:00 長崎北 長崎明誠 1-0 瓊浦 A

92 12:00 瓊浦 国見3rd 4-1 長崎北 A
98 14:00 国見3rd 南山2nd 2-0 諫早 B

87 10:00 西陵 長崎工業 1-3 創成館2nd B

108 12:00 佐世保実業 西陵 1-3 大村 A
79 14:00 大村 佐世保西 1-3 佐世保実業 B

※総附2nd 14:40 1部運営

14：40長崎南山vs国見2nd（1部）

※瓊浦 12:20 1部運営
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対戦カード 備考
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4

佐 世 保 西 0 8 55 -47 8

日 大 2nd 19 33 14 19

5

南 山 2nd 18 22 32 -10 6

長 崎 工 業 18 27 23 4

2

諫 早 7 12 33 -21 7

佐 世 保 実 業 22 37 18 19

1

海 星 22 36 17 19 3

創 成 館 2nd 27 40 23 17

7

西 陵 11 15 23 -8 8

諫 商 2nd 13 17 31 -14

2

国 見 3rd 16 21 19 2 3

大 村 17 24 28 -4

6

長 崎 北 15 30 25 5 5

長 崎 明 誠 13 17 21 -4

1

瓊 浦 16 19 21 -2 4

総 附 2nd 28 38 11 27


