
第３種（中学校体育連盟サッカー部・クラブユース連盟共通)

１．高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019 第11回北信越リーグ 北信越各地

〔１部〕 日程 日程

４月６日(土) アルビレックス 水橋ＦＣ

水橋ＦＣ アルビレックス エボルブ ＳＱＵＡＲＥ

ＳＱＵＡＲＥ エボルブ ＣＥＤＡＣ カターレ富山

ツエーゲン金沢 坂井Ｐｈ丸岡 坂井Ｐｈ丸岡 ツエーゲン金沢

カターレ富山 ＣＥＤＡＣ ＳＱＵＡＲＥ 水橋ＦＣ

カターレ富山 エボルブ 坂井Ｐｈ丸岡 アルビレックス

水橋ＦＣ ＳＱＵＡＲＥ エボルブ カターレ富山

アルビレックス 坂井Ｐｈ丸岡 ＣＥＤＡＣ ツエーゲン金沢

ツエーゲン金沢 ＣＥＤＡＣ カターレ富山 水橋ＦＣ

エボルブ ツエーゲン金沢 ＳＱＵＡＲＥ 坂井Ｐｈ丸岡

水橋ＦＣ カターレ富山 ツエーゲン金沢 エボルブ

坂井Ｐｈ丸岡 ＳＱＵＡＲＥ ９月16日(月) アルビレックス ＣＥＤＡＣ

４月28日(日) ＣＥＤＡＣ アルビレックス ＳＱＵＡＲＥ カターレ富山

５月５日(日) エボルブ 水橋ＦＣ 水橋ＦＣ ツエーゲン金沢

アルビレックス ツエーゲン金沢 坂井Ｐｈ丸岡 ＣＥＤＡＣ

カターレ富山 坂井Ｐｈ丸岡 ９月23日(月) アルビレックス エボルブ

ＳＱＵＡＲＥ ＣＥＤＡＣ ９月28日(土) 水橋ＦＣ 坂井Ｐｈ丸岡

ＣＥＤＡＣ 坂井Ｐｈ丸岡 アルビレックス カターレ富山

ツエーゲン金沢 水橋ＦＣ エボルブ ＣＥＤＡＣ

エボルブ アルビレックス ツエーゲン金沢 ＳＱＵＡＲＥ

カターレ富山 ＳＱＵＡＲＥ ＣＥＤＡＣ ＳＱＵＡＲＥ

ＣＥＤＡＣ エボルブ 水橋ＦＣ エボルブ

ＳＱＵＡＲＥ ツエーゲン金沢 ツエーゲン金沢 アルビレックス

カターレ富山 アルビレックス 坂井Ｐｈ丸岡 カターレ富山

坂井Ｐｈ丸岡 水橋ＦＣ ＳＱＵＡＲＥ アルビレックス

アルビレックス ＳＱＵＡＲＥ ツエーゲン金沢 カターレ富山

エボルブ 坂井Ｐｈ丸岡 坂井Ｐｈ丸岡 エボルブ

ＣＥＤＡＣ 水橋ＦＣ 水橋ＦＣ ＣＥＤＡＣ

カターレ富山 ツエーゲン金沢

〔２部〕 日程 日程

４月６日(土) グランセナ ＦＣひがし

星稜中 長野パルセイロ 長岡ＪＹ エスポワール

Ｐａｔｅｏ 上越春日 上越春日 Ｐａｔｅｏ

ＦＣひがし グランセナ 長野パルセイロ 星稜中

エスポワール 長岡ＪＹ ＦＣひがし 長岡ＪＹ

グランセナ エスポワール 星稜中 上越春日

長岡ＪＹ ＦＣひがし エスポワール グランセナ

上越春日 星稜中 ６月30日(日) 長野パルセイロ Ｐａｔｅｏ

Ｐａｔｅｏ 長野パルセイロ Ｐａｔｅｏ ＦＣひがし

グランセナ 上越春日 長岡ＪＹ 長野パルセイロ

ＦＣひがし Ｐａｔｅｏ 上越春日 グランセナ

エスポワール 星稜中 上越春日 長岡ＪＹ

４月28日(日) 長野パルセイロ 長岡ＪＹ 星稜中 ＦＣひがし

グランセナ Ｐａｔｅｏ Ｐａｔｅｏ エスポワール

上越春日 長野パルセイロ ９月23日(月) グランセナ 長野パルセイロ

長岡ＪＹ 星稜中 ９月23日(月) 星稜中 エスポワール

５月６日(月) エスポワール ＦＣひがし 長岡ＪＹ グランセナ

長野パルセイロ グランセナ 上越春日 ＦＣひがし

エスポワール Ｐａｔｅｏ エスポワール 長野パルセイロ

長岡ＪＹ 上越春日 Ｐａｔｅｏ 星稜中

ＦＣひがし 星稜中 長野パルセイロ 上越春日

グランセナ 長岡ＪＹ ＦＣひがし エスポワール

長野パルセイロ エスポワール 星稜中 長岡ＪＹ

ＦＣひがし 上越春日 Ｐａｔｅｏ グランセナ

５月25日(土) 星稜中 Ｐａｔｅｏ Ｐａｔｅｏ 長岡ＪＹ

グランセナ 星稜中 星稜中 グランセナ

長岡ＪＹ Ｐａｔｅｏ エスポワール 上越春日

上越春日 エスポワール ＦＣひがし 長野パルセイロ

長野パルセイロ ＦＣひがし

〔入替戦〕 11月２日(土)・３日(日)　 各県分散開催（石川：金沢市スポーツ交流広場）

　　※ ２０２０年度からは、現行の２部１６チーム制から１部１２チーム制に移行する。

北信越１部 １～６位 ：北信越リーグ残留

７･８位 ：北信越２部５･６位と各県１部リーグ１･２位との入替戦

北信越２部 １･２位 ：北信越リーグ残留

３･４位 ：各県１部リーグ１･２位との入替戦

５･６位 ：北信越１部７･８位と各県１部リーグ１･２位との入替戦

７･８位 ：各県１部リーグへ自動降格

第５節
５月11日(土)

５月12日(日)

第９節
６月29日(土)

６月30日(日)

第４節
５月５日(日) 長岡ニュータウン

第５節
５月11日(土)

５月12日(日)

第１節
４月７日(日)

第２節
４月13日(土)

４月14日(日)

第６節
５月18日(土)

第７節
６月１日(土)

日医工スポーツアカデミー

日医工スポーツアカデミー

第３節
４月27日(土)

第４節
５月６日(月) 日医工スポーツアカデミー

日医工スポーツアカデミー

千曲川リバーフロント

日医工スポーツアカデミー

金沢大学SOLTILOFIELD

アルビレッジ

婦中ふれあい館ホール

第６節
５月18日(土)

第１節
４月７日(日)

グランセナ新潟スタジアム

内灘町サッカー競技場

柿崎運動公園
第７節

６月１日(土)

上越高校Ｇ
第８節

６月22日(土)

松任総合運動公園Ｇ

第９節
６月29日(土)

上越高校Ｇ

金沢市民サッカー場

第12節
９月28日(土)

９月29日(日)

金沢市スポーツ交流広場

第13節
10月５日(土)

第３節
４月27日(土)

会場

日医工スポーツアカデミー

高平メモリアル
常願寺スポーツパーク

第２節
４月14日(日)

長岡ニュータウン

対戦(左:ホーム・右:アウェイ)

閉会式・表彰式和倉温泉多目的Ｇ

開会式

カターレ富山草島G

長岡ニュータウン

第10節
９月14日(土)

金沢市スポーツ交流広場

第11節
９月21日(土)

第14節
10月27日(日)

和倉温泉多目的Ｇ

能登島Ｇ

会場 対戦(左:ホーム・右:アウェイ) 会場 対戦(左:ホーム・右:アウェイ)

会場 対戦(左:ホーム・右:アウェイ)

婦中ふれあい館ホール

グランセナ新潟スタジアム

内灘町サッカー競技場

グランセナ新潟スタジアム

開会式

第８節
６月22日(土)

日本文理高校Ｇ

富山南総合公園･西広場

第11節
９月21日(土)

第12節
９月29日(日)

第13節
10月５日(土)

松本市かりがねサッカー場

日医工スポーツアカデミー

三国運動公園･人工芝

松本市かりがねサッカー場

日本文理高校Ｇ

アルビレッジ

千曲川リバーフロント

金沢市スポーツ交流広場

アルビレッジ

グランセナ新潟スタジアム

松本市サッカー場

テクノポート福井スタジアム

カターレ富山草島G

丸岡スポーツランド

日本文理高校Ｇ

松本市かりがねサッカー場

カターレ富山草島G

カターレ富山草島G

金沢市民サッカー場

閉会式・表彰式和倉温泉多目的Ｇ

第10節
９月14日(土)

金沢市民サッカー場

千曲川リバーフロント

カターレ富山草島G

金沢市スポーツ交流広場

丸岡スポーツランド

日本文理高校Ｇ

和倉温泉多目的Ｇ

能登島Ｇ

丸岡スポーツランド

グランセナ新潟スタジアム

カターレ富山草島G

第14節
10月27日(日)

丸岡スポーツランド

アルビレッジ

グランセナ新潟スタジアム

グランセナ新潟スタジアム

グランセナ新潟スタジアム

日医工スポーツアカデミー

松任総合運動公園Ｇ

松本市かりがねサッカー場

日本文理高校Ｇ

松任総合運動公園Ｇ

千曲川リバーフロント

グランセナ新潟スタジアム

松本市サッカー場

カターレ富山草島G

松本市かりがねサッカー場

金沢大学SOLTILOFIELD

上越高校Ｇ

グランセナ新潟スタジアム

金沢市スポーツ交流広場

千曲川リバーフロント

千曲川リバーフロント

金沢市スポーツ交流広場

日本文理高校Ｇ

富山南総合公園･西広場

グランセナ新潟スタジアム

松本市かりがねサッカー場

日医工スポーツアカデミー
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２．U-13サッカーリーグ2019 第６回北信越リーグ 北信越各地

　　※ 石川県のチームは参入戦敗退のため不参加。

北信越U13リーグ入替戦(プレーオフ)

　　※ ２０２０年度からは、現行の８チーム制から１０チーム制に移行する。

11月２日(土)～３日(月)　 集中開催（北信越U15リーグの定める5位県）

３．高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019 第12回石川リーグ

１部 ２部 ３部

４月27日(土) 第１節 第１節
４月29日(月) 第２節 第２節
５月５日(日)･６日(月) 第３節 第３節
５月11日(土)･12日(日) 第４節 第４節
５月18日(土)･19日(日) 第５節 第５節 第１節
５月25日(土)･26日(日) 予備節 予備節 第２節
６月１日(土)･２日(日) 第６節 第６節 第３節
６月８日(土)･９日(日) 予備節 予備節 予備節
６月22日(土) 第７節 第７節 第４節
６月23日(日) 予備節 予備節 予備節
６月29日(土)･30日(日) 予備節 予備節 第５節
７月６日(土)･７日(日) 予備節 予備節 予備節
７月20日(土)･21日(日) 第８節 第８節 第６節
７月27日(土)･28日(日) 第９節 第９節 第７節
８月３日(土)･４日(日) 予備節 予備節 第８節
８月31日(土)･９月１日(日) 予備節 予備節 予備節 県知事杯
９月７日(土)～23日(月) 第10節 第10節 第９節 新人大会
９月28日(土)･29日(日) 第11節 第11節 第10節
10月５日(土)･６日(日) 第12節 第12節 ３部上位①

10月19日(土)･20日(日) 予備節 予備節
10月22日(火) 第13節 第13節
10月26日(土)･27日(日) 第14節 第14節 ３部上位② 文化祭
11月２日(土)･３日(日) 予備節 ３部上位③

11月９日(土)･10日(日) ３部上位予備

11月16日(土)･17日(日)
11月23日(土)

11月２日(土)・３日(日)　 各県分散開催（交流広場）

４．U-13サッカーリーグ2019 第９回石川リーグ ５月18日(土)～９月29日(日)

10月20日(日) 和倉温泉多目的Ｇ
10月22日(火) 会場未定

交流広場･こまつDほか

交流広場･かほく市ほか

市民･内灘Gほか
金沢大学ほか
こまつD･かほく市ほか

次年度北信越U13リーグ残留or参入

次年度北信越U13リーグ参入

次年度北信越U13リーグ参入

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019 第12回石川リーグと同時並行で実施

※JFA U-13サッカーリーグ北信越への入替戦進出チーム決定戦：各リーグの上位2チームによるトーナメント

備考(重複行事)

※１部リーグ優勝チームは高円宮杯 JFA 第30回全日本U-15サッカー選手権・北信越大会への出場権を得るものとする。

かほく市ほか

１部･２部入替戦

２部･３部入替戦

予定会場

ナショトレU14中日本

北信越６位県開催

Ｂ県開催

Ｄ県開催

クラブY選手権県予選

金沢市中体連春季大会

交流広場･金沢大学ほか

こまつD･松任ほか
こまつD･松任ほか
交流広場･金沢大学ほか

※１部リーグ優勝チーム･準優勝チームは高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ北信越入替戦への出場権を得るものとする。

２部･３部入替戦
ナショトレU13･14地域対抗戦

こまつD･内灘Ｇほか
かほく市･北大ほか

北信越U13･14トレセン

石川県U13リーグ代表チーム

北信越U13リーグ･第８位

新潟県U13リーグ代表チーム

福井県U13リーグ代表チーム

長野県U13リーグ代表チーム

富山県U13リーグ代表チーム

期日

金沢大学･かほく市ほか

クラブY選手権県決勝Ｔ

県U13トレセン対抗戦

高円宮杯北信越大会

北信越U13トレセン

県U15トレセン選考会

高円宮杯北信越大会

こまつＤ･かほく市ほか

金沢大学･かほく市ほか

交流広場･こまつDほか

こまつD･かほく市ほか

内灘Ｇ･かほく市ほか

金沢大学･かほく市ほか

北信越クラブY選手権市民･かほく市ほか
交流広場･松任ほか
交流広場･こまつDほか

交流広場･まめだＧほか

こまつD･松任ほか

交流広場･市営ほか
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５．石川県知事杯･第45回石川県U-15サッカー選手権大会2019 ８月31日(土) 金沢市民サッカー場

６．高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会

 〔石川県大会〕

 〔北信越大会〕 11月9日(土)･10日(日)･16日(土) 石川県･能登島Ｇ

 〔全国大会〕 12月21･22･25･27･28日：計５日間 大阪府･群馬県･東京都

第３種（中学校体育連盟サッカー部）

７．第50回全国中学校サッカー大会

 〔地区大会〕

(県中学校総合体育大会加賀地区予選・南加賀ブロック)　

６月15日(土)～17日(月) 松任総合運動公園Ｇ･松任総合運動公園陸上競技場･小松ドームＧ

(県中学校総合体育大会加賀地区予選・北加賀ブロック)　

６月15日(土)～17日(月)
金沢市民サッカー場･金沢市営球技場・内灘町サッカー場･かほく市サッカー場ほか

(県中学校総合体育大会能登地区予選)　

６月15日(土)･16日(日) 宝達志水町民サッカー場

 〔石川県大会〕(第57回石川県中学校総合体育大会サッカー競技)

７月13日(土)～15日(月) スカイパークこまつ翼・小松市民センターG

 〔北信越大会〕(第40回北信越中学校総合体育大会サッカー競技)

８月７日(水)・８日(木) 新潟県新発田市五十公野公園陸上競技場他

 〔全国大会〕 ８月19日(月)～24日(土) 奈良県

８．第19回石川県中学校新人サッカー大会

１回戦 10月12日(土) 松任総合運動公園Ｇ･松任総合運動公園陸上競技場
準々決勝 10月13日(日) 松任総合運動公園Ｇ
準決勝･決勝 10月14日(月) 松任総合運動公園Ｇ

北信越第２代表：北信越リーグ２位

6

2

3

5

長野県代表

福井県代表

1 北信越リーグ1部3位

石川県中学校体育大会サッカー競技・優勝チーム

石川県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会･優勝チーム

北信越第３代表

8

新潟県代表

7

北信越リーグ1部4位

4

北信越リーグ2部1位

石川県代表

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019 第12回石川リーグの１部優勝チームが北信越大会へ出場

北信越第１代表：北信越リーグ１位

富山県代表
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第３種（クラブユース連盟）

９．第34回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

 〔石川県大会〕第25回石川県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

予選リーグ ５月19日(日)･26日(日)、６月２日(日) 県内各地
決勝トーナメント ６月８日(土)･９日(日)･15日(土)･16日(日) 松任運動公園陸上競技場他

 〔北信越大会〕第31回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会

７月６日(土)･７日(日)･13日(土)･14日(日) 福井県テクノポート福井スタジアム他

 〔北信越大会〕第９回北信越クラブユースサッカー(U-15) デベロップ大会

７月６日(土)･７日(日) 能登島グラウンド

 〔西日本大会〕2019 JCYインターシティカップ(U-15)ＷＥＳＴ

８月８日(木)～11日(日) 大阪（Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺）

 〔全国大会〕 ８月15日(木)～24日(土) 北海道　帯広市他

10．2019度クラブユースサッカー(U-14)新人大会

 〔石川県大会〕第23回石川県クラブユースサッカー(U-14)新人大会

予選リーグ ９月14日(土)･15日(日)･16日(月) 県内各地
決勝トーナメント ９月21日(土)･22日(日)･23日(月) 能登島グラウンド

 〔北信越大会〕第30回北信越クラブユースサッカー(U-14)新人大会＆フェスティバル

10月12日(土)･13日(日)･14日(月) 富山県日医工・長野県白馬村
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