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高円宮杯U-18サッカーリーグ2014長崎県リーグ2部　日程表【改訂版】

勝点 得点 失点 得失

節 節

13:20

11月3日

(月)

総附2nd

(総附Ｇ)

12月14日(日) 長崎北陽台

9月21日(日) 国見2nd 国見2nd

諫早商業2nd

海星2nd

４－１

vs

海星2nd 14:00 海星2nd ０－５ 長崎北陽台

長崎北陽台11:00 国見2nd

諫早商業2nd １－６

11:00

12月29日(月)

予備
7月13日 総附2nd 長崎北陽台 11:00 国見2nd ０－６ 海星2nd

予備

(日) (総附Ｇ) 国見2nd 13:20 総附2nd ３－１ 長崎北陽台

7節

日大3rd ４－２

長崎工業

(日) (海星三和) 国見2nd 13:20 日大3rd ２－１ 海星2nd

長崎北陽台 １－２

海星2nd

(土) (諫早商業Ｇ) 諫早商業2nd 15:20 総附2nd

長崎工業 ２－４ 諫早商業2nd

14節

１－２ 南山2nd

１－５ 長崎北陽台

7月5日 諫早商業2nd 南山2nd 13:00

総附2nd

7月20日 海星2nd 日大3rd 11:00 国見2nd

vs

(土) (南山Ｇ)

諫早商業2nd 14:00 海星2nd

11月15日(土) (海星三和G) 海星2nd 15:15

５－０ 日大3rd

長崎北陽台 15:00 諫早商業2nd ０－１ 国見2nd

長崎工業 ２－２ 海星2nd

諫早商業2nd

(諫早商業Ｇ)

０－２ 南山2nd (日大第１G) 鎮西学院 14:00 総附2nd(日)

13:20 南山2nd ３－４ 日大3rd

6節

6月14日 南山2nd

日大3rd 10:00 諫早商業2nd 13:00 南山2nd ２－２ 長崎北陽台

海星2nd 12:00 日大3rd ０－０ 諫早商業2nd

国見2nd １－３ 長崎工業

13節

11月2日

6月8日 長崎北陽台 日大3rd 10:00 諫早商業2nd ２－４ 海星2nd 海星2nd

(日) (長崎北陽台) 海星2nd 12:00 長崎北陽台 ３－４ 日大3rd (土) (南山Ｇ)

11月22日 南山2nd 南山2nd 11:00 国見2nd ５－０

海星2nd

国見2nd 11:00

(土) (古賀島スポーツ広場) 海星2nd 13:20 国見2nd ４－０ 南山2nd国見2nd 13:20 長崎工業 １－１２ 総附2nd

南山2nd

12節

10月25日 南山2nd

vs

5節

6月7日 長崎工業 長崎工業 11:00 国見2nd ２－５

長崎工業 ２－０ 海星2nd

4節

総附2nd 15:20

海星2nd ０－１ 諫早商業2nd

(土) (長崎工業Ｇ)

南山2nd １－３

(日大第1Ｇ) 総附2nd 14:00 日大3rd ４－１ 長崎工業

12:00 国見2nd ０－２ 総附2nd

(日) (海星三和)

5月18日 海星2nd 海星2nd 13:00 日大3rd ０－３

10:00

８－０ 南山2nd

諫早商業2nd

(火) (南山Ｇ) 総附2nd 13:20 南山2nd ２－１

０－６ 総附2nd

11節

9月27日 日大3rd
日大3rd

諫早商業2nd 南山2nd

総附2nd

(土)

4月29日 南山2nd 南山2nd 11:00 国見2nd

２－３ 諫早商業2nd

(土) (諫早商業Ｇ)

長崎北陽台 14:00 諫早商業2nd ２－５ 総附2nd 10月26日

(諫早商業Ｇ) 日大3rd 15:20 諫早商業2nd １－２ 長崎北陽台

13:00 国見2nd ３－１ 日大3rd

11:00 総附2nd

13:20 長崎工業

諫早商業2nd 諫早商業2nd

vs (日)

南山2nd 12:00 長崎北陽台 ６－２ 長崎工業 (土) (長崎工業Ｇ) 総附2nd
10節

9月20日 長崎工業 長崎工業

(日) (日大第1Ｇ) 総附2nd 13:20 長崎北陽台(日) (長崎北陽台Ｇ) 長崎工業 15:20 海星2nd １－０

3節

4月26日 諫早商業2nd

長崎工業 10:00 南山2nd ４－１ 日大3rd

長崎北陽台

２－１ 総附2nd

０－４ 総附2nd

4月20日 長崎北陽台 海星2nd 13:00 日大3rd ０－４ 長崎工業 9月14日

(土) (国見Ｇ) 長崎北陽台 13:20 国見2nd ０－２ 諫早商業2nd (土)
9節

9月13日

４－０ 日大3rd

総附2nd 総附2nd 11:00 南山2nd

(総附Ｇ) 南山2nd 13:20 海星2nd

日大3rd 長崎北陽台 11:00 長崎工業

長崎北陽台

(日大第1Ｇ) 諫早商業2nd 13:20 国見2nd ０－１ ３－４ 諫早商業2nd

2節

4月19日 国見2nd 諫早商業2nd 11:00 南山2nd ７－１ 長崎北陽台

日大3rd (月) (諫早商業Ｇ) 長崎北陽台 11:00 日大3rd

１－３ 長崎工業

南山2nd

(長崎工業Ｇ) 総附2nd 13:20 南山2nd ４－０ 長崎工業 (土) (国見Ｇ)
8節

8月23日 国見2nd 長崎工業 11:00 海星2nd

南山2nd 13:20 国見2nd

諫早商業2nd

２－２ 長崎工業

日大3rd 国見2nd 11:00

１節

4月12日

長崎工業 長崎工業 11:00 海星2nd ０－２ 総附2nd １－２

(土)

諫早商業2nd ３－１ 長崎北陽台 9月15日 日大3rd 9:00 総附2nd ４－１

1回戦 2回戦

月日 担当（場所） 審判 時間 対戦 月日 担当（場所） 審判 時間 対戦

37 -13 5
●１－３ ○４－２ ○４－３ ●３－４ ●０－４ ○４－１ ●０－５

○４－３ ●０－４ ●０－３
19 248 日大3rd

○１－０ ○２－１ ●１－４ △０－０

10 52 1
○２－０ ○４－０ ○８－０ ○６－１ ○４－１ ●１－２ ○５－０

○３－１ ○１２－１ ○３－０
36 627 総附2nd

○６－０ ○２－０ ●１－２ ○５－２

41 -13 4
△２－２ △２－２ ○３－１ ●２－３ ○２－１ ○２－１ ●１－４

●２－６ ●１－１２ ○４－０
20 286 長崎工業

○３－１ ○２－０ ●０－４ ●２－４

35 -1 6
●１－４ ○５－０ △３－３ ○２－１ ●１－２ ●１－４ ○４－０

○６－２ ●１－３ ●３－４
16 345 長崎北陽台

○５－１ ●０－１ ●１－７ ●１－３

27 -1 3
●０－１ ○１－０ ○３－１ ○３－２ ●１－６ ○４－３

○３－１ ○４－２ ●２－５ △０－０
22 264 諫早商業2nd

○２－０ ●２－４ ●１－２

32 4 2
●０－４ ○２－１ ●１－３ △３－３ ●１－３ ●０－８ ●３－４

○７－１ ○４－０ ○２－１ ○４－１
25 363 南山2nd

○５－２ ○２－０ ○２－１

33 -16 8
●０－５ ●１－２ ●０－１ ●０－５ △２－２ ●０－４ ●２－４

○１－０ ●０－２ ●０－２ ●１－２
10 172 海星2nd

○６－０ ●０－２ ○４－２

34 -11 7
○５－０ ○４－０ ○１－０ ○４－１ △２－２ ●０－２ ○３－１

●１－５ ●１－３ ●０－６ ●０－１
16 23

長崎工業 総附2nd 日大3rd 順位

1 国見2nd
●０－６ ●２－５ ●０－２

参加チーム名 国見2nd 海星2nd 南山2nd 諫早商業2nd 長崎北陽台


