
高円宮杯サッカーリーグ プレミアリーグ2015マッチスケジュール（WEST）
節 日程 キックオフ HOME AWAY 会場

1

4/11(土)

11:00 京都サンガF.C. U-18 - ヴィッセル神戸U-18

Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺13:30 京都橘高校 - 大分トリニータU-18

16:00 セレッソ大阪U-18 - 東福岡高校

4/12（日）
11:00 ガンバ大阪ユース - 名古屋グランパスU18

万博記念競技場
13:30 履正社高校 - サンフレッチェ広島F.Cユース

2 4/19（日）

11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 京都橘高校 吉田サッカー公園

11:00 大分トリニータU-18 - 名古屋グランパスU18 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

15:00 セレッソ大阪U-18 - 京都サンガF.C. U-18 セレッソ大阪舞洲グラウンド

13:00 東福岡高校 - ガンバ大阪ユース 東福岡高校

15:30 ヴィッセル神戸U-18 - 履正社高校 いぶきの森球技場

3

4/25（土）
11:00 大分トリニータU-18 - サンフレッチェ広島F.Cユース 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

13:00 履正社高校 - セレッソ大阪U-18 履正社茨木グラウンド

4/26(日)

11:00 名古屋グランパスU18 - 東福岡高校 トヨタスポーツセンター

11:00 京都橘高校 - ヴィッセル神戸U-18 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場

17:00 ガンバ大阪ユース - 京都サンガF.C. U-18 万博記念競技場

4 5/2（土）

11:00 履正社高校 - ガンバ大阪ユース 履正社茨木グラウンド

11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 名古屋グランパスU18 吉田サッカー公園

13:00 ヴィッセル神戸U-18 - 大分トリニータU-18 いぶきの森球技場

14:00 京都サンガF.C. U-18 - 東福岡高校 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

15:00 セレッソ大阪U-18 - 京都橘高校 セレッソ大阪舞洲グラウンド

5 5/6（水・祝）

11:00 名古屋グランパスU18 - 京都サンガF.C. U-18 トヨタスポーツセンター

11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - ヴィッセル神戸U-18 吉田サッカー公園

11:00 東福岡高校 - 履正社高校 東福岡高校

11:00 大分トリニータU-18 - セレッソ大阪U-18 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

13:00 ガンバ大阪ユース - 京都橘高校 ガンバ大阪練習場

6 5/10（日）

11:00 京都橘高校 - 東福岡高校 京都府立洛西浄化センター公園(アクアパルコ洛西)

12:00 ヴィッセル神戸U-18 - 名古屋グランパスU18 いぶきの森球技場

13:00 履正社高校 - 京都サンガF.C. U-18 履正社茨木グラウンド

13:00 大分トリニータU-18 - ガンバ大阪ユース 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

15:00 セレッソ大阪U-18 - サンフレッチェ広島F.Cユース セレッソ大阪舞洲グラウンド

7

6/27（土）
11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - ガンバ大阪ユース 吉田サッカー公園

13:00 東福岡高校 - 大分トリニータU-18 レベルファイブスタジアム

6/28（日）

11:00 名古屋グランパスU18 - 履正社高校 トヨタスポーツセンター

16:00 ヴィッセル神戸U-18 - セレッソ大阪U-18 いぶきの森球技場

17:00 京都サンガF.C. U-18 - 京都橘高校 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド
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7/4(土) 18:00 ガンバ大阪ユース - ヴィッセル神戸U-18 ガンバ大阪練習場

7/5（日）

11:00 東福岡高校 - サンフレッチェ広島F.Cユース 東福岡高校

11:00 大分トリニータU-18 - 京都サンガF.C. U-18 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

15:00 京都橘高校 - 履正社高校 京都市西京極総合運動公園補助競技場

17:00 セレッソ大阪U-18 - 名古屋グランパスU18 セレッソ大阪舞洲グラウンド

9

7/11（土） 16:00 ヴィッセル神戸U-18 - 東福岡高校 いぶきの森球技場

7/12（日）

11:00 名古屋グランパスU18 - 京都橘高校 名古屋市港サッカー場

11:00 履正社高校 - 大分トリニータU-18 履正社茨木グラウンド

18:00 ガンバ大阪ユース - セレッソ大阪U-18 ガンバ大阪練習場

未定 京都サンガF.C. U-18 - サンフレッチェ広島F.Cユース 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド



節 日程 キックオフ HOME AWAY 会場

10
7/18（土）

11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 履正社高校 吉田サッカー公園

16:00 東福岡高校 - セレッソ大阪U-18 東福岡高校

17:00 名古屋グランパスU18 - ガンバ大阪ユース トヨタスポーツセンター

17:00 大分トリニータU-18 - 京都橘高校 大分スポーツ公園 県協会グラウンド(人工芝)

7/19(日) 15:30 ヴィッセル神戸U-18 - 京都サンガF.C. U-18 いぶきの森球技場

11

8/22(土) 17:00 ガンバ大阪ユース - 東福岡高校 ガンバ大阪練習場

8/23（日）

11:00 京都橘高校 - サンフレッチェ広島F.Cユース 宝が池公園運動施設球技場

17:00 京都サンガF.C. U-18 - セレッソ大阪U-18 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

17:00 履正社高校 - ヴィッセル神戸U-18 履正社茨木グラウンド

18:00 名古屋グランパスU18 - 大分トリニータU-18 トヨタスポーツセンター

12

8/29(土) 16:00 東福岡高校 - 名古屋グランパスU18 東福岡高校

8/30（日）

11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 大分トリニータU-18 吉田サッカー公園

16:00 ヴィッセル神戸U-18 - 京都橘高校 いぶきの森球技場

17:00 京都サンガF.C. U-18 - ガンバ大阪ユース 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

18:00 セレッソ大阪U-18 - 履正社高校 セレッソ大阪舞洲グラウンド

13

9/5（土） 11:00 京都橘高校 - セレッソ大阪U-18 西京極総合運動公園陸上競技場

9/6（日）

11:00 名古屋グランパスU18 - サンフレッチェ広島F.Cユース トヨタスポーツセンター

11:00 東福岡高校 - 京都サンガF.C. U-18 福岡フットボールセンター

13:00 大分トリニータU-18 - ヴィッセル神戸U-18 別府市営実相寺サッカー競技場

未定 未定 ガンバ大阪ユース - 履正社高校 未定

14

9/12(土)

15:00 ヴィッセル神戸U-18 - サンフレッチェ広島F.Cユース いぶきの森球技場

16:00 履正社高校 - 東福岡高校 履正社茨木グラウンド

18:00 セレッソ大阪U-18 - 大分トリニータU-18 セレッソ大阪舞洲グラウンド

9/13（日）
11:00 京都橘高校 - ガンバ大阪ユース 京都府立山城総合運動公園太陽が丘球技場Ｂ

17:00 京都サンガF.C. U-18 - 名古屋グランパスU18 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

15
9/20（日）

11:00 名古屋グランパスU18 - ヴィッセル神戸U-18 トヨタスポーツセンター

11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - セレッソ大阪U-18 吉田サッカー公園

11:00 東福岡高校 - 京都橘高校 東福岡高校

17:00 京都サンガF.C. U-18 - 履正社高校 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

未定 未定 ガンバ大阪ユース - 大分トリニータU-18 未定

16

11/21(土) 15:00 ガンバ大阪ユース - サンフレッチェ広島F.Cユース ガンバ大阪練習場

11/22（日）

11:00 履正社高校 - 名古屋グランパスU18 履正社茨木グラウンド

13:00 大分トリニータU-18 - 東福岡高校 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

15:00 セレッソ大阪U-18 - ヴィッセル神戸U-18 セレッソ大阪舞洲グラウンド

11/23(月・祝) 11:00 京都橘高校 - 京都サンガF.C. U-18 亀岡運動公園陸上競技場

17

11/28(土) 14:00 ヴィッセル神戸U-18 - ガンバ大阪ユース いぶきの森球技場

11/29（日）

11:00 名古屋グランパスU18 - セレッソ大阪U-18 名古屋市港サッカー場

11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 東福岡高校 吉田サッカー公園

13:00 履正社高校 - 京都橘高校 履正社茨木グラウンド

未定 京都サンガF.C. U-18 - 大分トリニータU-18 未定

18 12/6（日）

13:00 京都橘高校 - 名古屋グランパスU18 西京極総合運動公園陸上競技場

13:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 京都サンガF.C. U-18 吉田サッカー公園

13:00 東福岡高校 - ヴィッセル神戸U-18 東福岡高校

13:00 大分トリニータU-18 - 履正社高校 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

13:00 セレッソ大阪U-18 - ガンバ大阪ユース セレッソ大阪舞洲グラウンド


