
１２月１６日（日） １２月２２日（土） １２月２３日（日） １２月２４日（月） １２月２５日（火） １２月２６日（水） １２月２７日（木 ） １２月２８日（金 ）

北部 鹿工 佐工 小佐々Ａ 小佐々Ａ 小佐々Ａ ライフカントリー ライフカントリー

佐南 鹿工 佐工 佐北 佐西・高専 佐南 猶興館 猶興館

１２：００～
　  東翔　－　高専

   （佐南　－　佐商）

①　西海  -  平戸
②　鹿工  -  川棚
③　清峰  -  佐西
④

①　佐実  -  佐商
②　佐工  -  佐西
③　東翔  -  猶興館
④

①　西海  -  佐商
②　鹿工  -  佐北
③　清峰  -  波佐見
④

①　西海  -  佐実
②　佐西  -  波佐見
③　佐工  -  清峰
④　高専  -  猶興館

①　平戸  -  佐商
②　佐南  -  高専
③　川棚  -  佐北
④　壱岐  -  宇久

①a 佐工  -  猶興館
②b 佐実  -  川棚
　
　　1位トーナメント

①c　佐工　 － 佐実
②d　猶興館－ 川棚
③g　佐西 　－ 佐南

１２月２２日（土） １２月２４日（月） １２月２６日（水） １２月２７ 日（木 ）

東翔 小佐々Ｂ 小佐々B 小佐々Ａ

東翔 佐実 西海

①　佐工  -  波佐見
②　東翔  -  佐南
③
④

①　平戸  -  佐実
②　佐南  -  猶興館

対馬高校
　　  対馬  -  壱岐

13:00以降
　　　審判講習会

①　 対馬  -  宇久
②e  西海  -  佐西
③f  佐南  -  佐北
　
　　2位トーナメント

Aパート 壱岐・対馬・宇久予選

佐世保工業 佐世保西 清峰 波佐見 壱岐 対馬 宇久

佐世保工業 △１－１ ○１５－０ ○８－０ １位 壱岐 ●０－４ ○２２－０ ２位
佐世保西 △１－１ ○３－０ ○１３－０ ２位 対馬 ○４－０ ○１５－０ １位（県大会出場）

清峰 ●０－１５ ●０－３ ○４－１ ３位 宇久 ●０－２２ ●０－１５ ３位
波佐見 ●０－８ ●０－１３ ●１－４ ４位

●各パート１位（代表権獲得）→シード校決定トーナメント

Bパート
猶興館 佐世保南 佐世保東翔 佐世保高専

猶興館 ○１－０ ○１７－０ ○２－０ １位
佐世保南 ●０－１ ○２１－０ ○６－０ ２位

佐世保東翔 ●０－１７ ●０－２１ ●１－１０ ４位
佐世保高専 ●０－２ ●０－６ ○１０－１ ３位

Ｃパート
佐世保実業 西海学園 平戸 佐世保商業

佐世保実業 ○２－０ ○５－１ ○７－０ １位
西海学園 ●０－２ ○３－０ ○５－１ ２位

平戸 ●１－５ ●０－３ ●０－２ ４位
佐世保商業 ●０－７ ●１－５ ○２－０ ３位 ●各パート２位→代表校決定トーナメント 県大会出場校

１位　　佐世保実業

Dパート ２位　　佐世保工業

鹿町工業 川棚 佐世保北 ３位　　　猶興館

鹿町工業 ●０－１ ●０－２ ３位 ４位　　　　川棚

川棚 ○１－０ ○１－０ １位 西海学園

佐世保北 ○２－０ ●０－２ ２位 佐世保北

佐世保南

①　１０：００～
②　１１：３０～
③　１３：００～
④　１４：３０～

期　　　　　　日

会　　　　　　場
担　　　　　　当

①　１０：００～
②　１１：３０～
③　１３：００～
④　１４：３０～

平成30年度長崎県高等学校新人体育大会（第53回）サッカー競技県北地区及び離島地区予選結果
シード・代表決定トーナメント

期　　　　　　日

会　　　　　　場
担　　　　　　当
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佐世保工業 猶興館 佐世保実業 川棚
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猶興館 川棚

① ②
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e f

代表

西海学園 佐世保西 佐世保北 佐世保西 佐世保南

代表 代表

g

佐世保南


