
ﾏｯﾁNo. 日付 ｷｯｸｵﾌ Pitch No

【1】 10:00 A1 － A2 S2

【2】 10:00 A3 － A4 S4

【3】 10:00 B1 － B2 S3

【4】 10:00 B3 － B4 S5

【5】 11:40 C1 － C2 S3

【6】 11:40 C3 － C4 S5

【7】 14:40 A1 － A3 S2

【8】 14:40 A2 － A4 S4

【9】 14:40 B1 － B3 S3

【10】 14:40 B2 － B4 S5

【11】 16:20 C1 － C3 S2

【12】 16:20 C2 － C4 S4

【13】 9:45 A1 － A4 S2

【14】 9:45 A2 － A3 S4

【15】 9:45 B1 － B4 S3

【16】 9:45 B2 － B3 S5

【17】 9:45 C1 － C4 S6

【18】 9:45 C2 － C3 S7

【19】 14:00 S1

【20】 15:40 S1

【21】 5月5日 11:30 S1

アルビレックス新潟U-15

（関東地域代表/茨城県）

対　　　　　　戦

サガン鳥栖U-15

京都サンガF.C. U-15

シーガル広島JY

（東海地域第2代表/静岡県）

サガン鳥栖U-15
（北信越地域代表/新潟県） （九州地域代表/佐賀県）

清水エスパルスジュニアユース サガン鳥栖U-15

鹿島アントラーズジュニアユース

1

2

3

4

(北海道地域第1代表/北海道)

鹿島アントラーズジュニアユース

ＳＳＳジュニアユース

（四国地域代表/徳島県）

1

次

ラ

ウ

ン

ド

ベガルタ仙台ジュニアユース

5月3日

北海道コンサドーレ札幌U-15

5月4日

（東北地域代表/宮城県）

セレッソ大阪U-15

徳島ヴォルティスジュニアユース アルビレックス新潟U-15

ＳＳＳジュニアユース

ベガルタ仙台ジュニアユース

グループA グループB

準決勝

準決勝

セレッソ大阪U-15

清水エスパルスジュニアユース

北海道コンサドーレ札幌U-15 アルビレックス新潟U-15

京都サンガF.C. U-15

鹿島アントラーズジュニアユース

京都サンガF.C. U-15 アルビレックス新潟U-15

徳島ヴォルティスジュニアユース

ＳＳＳジュニアユース

徳島ヴォルティスジュニアユース

セレッソ大阪U-15 清水エスパルスジュニアユース

ＳＳＳジュニアユース

(北海道地域第2代表/北海道)

北海道コンサドーレ札幌U-15

京都サンガF.C. U-15

名古屋グランパスU15
（東海地域第1代表/愛知県）

ベガルタ仙台ジュニアユース

（関西地域第2代表/京都府）

名古屋グランパスU15

グループC

セレッソ大阪U-15
（関西地域第1代表/大阪府）

シーガル広島JY
（中国地域代表/広島県）

清水エスパルスジュニアユース

徳島ヴォルティスジュニアユース

北海道コンサドーレ札幌U-15

名古屋グランパスU15

決勝

決

勝

R

シーガル広島JY サガン鳥栖U-15

JFA プレミアカップ2016

名古屋グランパスU15

ベガルタ仙台ジュニアユース

シーガル広島JY

※準決勝の組み合わせは1次ラウンド終了後に抽選にて決定します。

鹿島アントラーズジュニアユース



5月3日（火・祝）～5月4日（水・祝） 5月4日（水・祝）～5月5日（木・祝） 準決勝 決勝

会場：Jグリーン堺(大阪府)

【1】 【7】 【13】

【1】 【14】 【8】

【7】 【14】 【2】

【19】5/4 14:00

【13】 【8】 【2】

【3】 【9】 【15】

【3】 【16】 【10】

【9】 【16】 【4】 【21】5/5 11:30

【15】 【10】 【4】

【5】 【11】 【17】

【5】 【18】 【12】

【20】5/4 15:40

【11】 【18】 【6】

【17】 【12】 【6】

JFA プレミアカップ2016

1　次　ラ　ウ　ン　ド 決勝ラウンド

グループ
名古屋グランパスU15 得点 失点

A

名古屋グランパスU15

得失

点差
順位

勝点 順位

得失

点差

（東海地域第1代表/愛知県）

ＳＳＳジュニアユース ベガルタ仙台ジュニアユース 徳島ヴォルティスジュニアユース 勝点

ＳＳＳジュニアユース

(北海道地域第2代表/北海道)

京都サンガF.C. U-15 鹿島アントラーズジュニアユース アルビレックス新潟U-15

ベガルタ仙台ジュニアユース

（東北地域代表/宮城県）

徳島ヴォルティスジュニアユース

（四国地域代表/徳島県）

B

北海道コンサドーレ札幌U-15

(北海道地域第1代表/北海道)

グループ
北海道コンサドーレ札幌U-15

（関東地域代表/茨城県）

勝点

得点 失点
得失

点差

京都サンガF.C. U-15

（関西地域第2代表/京都府）

鹿島アントラーズジュニアユース

アルビレックス新潟U-15

（北信越地域代表/新潟県）

グループ
セレッソ大阪U-15 シーガル広島JY

C
清水エスパルスジュニアユース サガン鳥栖U-15

セレッソ大阪U-15

（関西地域第1代表/大阪府）

シーガル広島JY

（中国地域代表/広島県）

得点 失点 順位

清水エスパルスジュニアユース

（東海地域第2代表/静岡県）

サガン鳥栖U-15

（九州地域代表/佐賀県）


