
グループＡ 羽咋・押水 定塚B 富樫B 川北 勝点 得点 失点 得失差 順位

羽咋・押水
A-1 A-5 A-9

定塚B
A-1 A-10 A-6

富樫B
A-5 A-10 A-2

川北
A-9 A-6 A-2

グループＢ 湯野 テイヘンズA 笠間 輪島 勝点 得点 失点 得失差 順位

湯野
A-3 A-7 A-11

テイヘンズA
A-3 A-12 A-8

笠間
A-7 A-12 A-4

輪島
A-11 A-8 A-4

グループＣ テイヘンズB 七尾ウエスト 定塚A アカシア 勝点 得点 失点 得失差 順位

テイヘンズB
B-1 B-5 B-9

七尾ウエスト
B-1 B-10 B-6

定塚A
B-5 B-10 B-2

アカシア
B-9 B-6 B-2

グループD 河北台 富樫A 北陽 根上 勝点 得点 失点 得失差 順位

河北台
B-3 B-7 B-11

富樫A
B-3 B-12 B-8

北陽
B-7 B-12 B-4

根上
B-11 B-8 B-4

Ｕ－10　予選リーグ　対戦表

＜会場：羽咋体育館＞ A・Bコート



グループE 志賀町 氷見 額 中条A 勝点 得点 失点 得失差 順位

志賀町
C-1 C-5 C-9

氷見
C-1 C-10 C-6

額
C-5 C-10 C-2

中条A
C-9 C-6 C-2

グループF 中条B 仲良し 高松 松任中央 勝点 得点 失点 得失差 順位

中条B
C-3 C-7 C-11

仲良し
C-3 C-12 C-8

高松
C-7 C-12 C-4

松任中央
C-11 C-8 C-4

＜会場：交流の家体育館＞Cコート



試合順
主審(１名)
得点(１名)

副審(１名)
得点(１名)

1 　　９：３０～　９：４８ 羽咋・押水 ― 定塚B テイヘンズA 湯野

2 　　９：５５～１０：１３ 富樫B ― 川北 羽咋・押水 定塚B

3 　１０：２０～１０：３８ 湯野 ― テイヘンズA 富樫B 川北

4 　１０：４５～１１：０３ 笠間 ― 輪島 湯野 テイヘンズA

5 　１１：１０～１１：２８ 羽咋・押水 ― 富樫B 笠間 輪島

6 　１１：３５～１１：５３ 定塚B ― 川北 羽咋・押水 富樫B

7 　１２：００～１２：１８ 湯野 ― 笠間 定塚B 川北

8 　１２：２５～１２：４３ テイヘンズA ― 輪島 湯野 笠間

9 　１２：５０～１３：０８ 川北 ― 羽咋・押水 テイヘンズA 輪島

10 　１３：１５～１３：３３ 定塚B ― 富樫B 川北 羽咋・押水

11 　１３：４０～１３：５８ 輪島 ― 湯野 定塚B 富樫B

12 　１４：０５～１４：２３ テイヘンズA ― 笠間 輪島 湯野

フレンド
リーマッチ 　１４：３０～１４：４０ 羽咋・押水 ― 湯野 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１４：４５～１４：５５ 定塚B ― テイヘンズA 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１５：００～１５：１０ 富樫B ― 笠間 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１５：１５～１５：２５ 川北 ― 輪島 当該 当該

Ｕ－10予選リーグ　試合順　　会場：羽咋体育館

Ａコート（グループＡ・Ｂ）



試合順
主審(１名)
得点(１名)

副審(１名)
得点(１名)

1 　　９：３０～　９：４８ テイヘンズB ― 七尾ウエスト 富樫A 河北台

2 　　９：５５～１０：１３ 定塚A ― アカシア テイヘンズB 七尾ウエスト

3 　１０：２０～１０：３８ 河北台 ― 富樫A 定塚A アカシア

4 　１０：４５～１１：０３ 北陽 ― 根上 河北台 富樫A

5 　１１：１０～１１：２８ テイヘンズB ― 定塚A 北陽 根上

6 　１１：３５～１１：５３ 七尾ウエスト ― アカシア テイヘンズB 定塚A

7 　１２：００～１２：１８ 河北台 ― 北陽 七尾ウエスト アカシア

8 　１２：２５～１２：４３ 富樫A ― 根上 河北台 北陽

9 　１２：５０～１３：０８ アカシア ― テイヘンズB 富樫A 根上

10 　１３：１５～１３：３３ 七尾ウエスト ― 定塚A アカシア テイヘンズB

11 　１３：４０～１３：５８ 根上 ― 河北台 七尾ウエスト 定塚A

12 　１４：０５～１４：２３ 富樫A ― 北陽 根上 河北台

フレンド
リーマッチ 　１４：３０～１４：４０ テイヘンズB ― 河北台 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１４：４５～１４：５５ 七尾ウエスト ― 富樫A 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１５：００～１５：１０ 定塚A ― 北陽 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１５：１５～１５：２５ アカシア ― 根上 当該 当該

Ｕ－10予選リーグ　試合順　　会場：羽咋体育館

Bコート（グループC・D）



試合順
主審(１名)
得点(１名)

副審(１名)
得点(１名)

1 　　９：３０～　９：４８ 志賀町 ― 氷見 仲良し 中条B

2 　　９：５５～１０：１３ 額 ― 中条A 志賀町 氷見

3 　１０：２０～１０：３８ 中条B ― 仲良し 額 中条A

4 　１０：４５～１１：０３ 高松 ― 松任中央 中条B 仲良し

5 　１１：１０～１１：２８ 志賀町 ― 額 高松 松任中央

6 　１１：３５～１１：５３ 氷見 ― 中条A 志賀町 額

7 　１２：００～１２：１８ 中条B ― 高松 氷見 中条A

8 　１２：２５～１２：４３ 仲良し ― 松任中央 中条B 高松

9 　１２：５０～１３：０８ 中条A ― 志賀町 仲良し 松任中央

10 　１３：１５～１３：３３ 氷見 ― 額 中条A 志賀町

11 　１３：４０～１３：５８ 松任中央 ― 中条B 氷見 額

12 　１４：０５～１４：２３ 仲良し ― 高松 松任中央 中条B

フレンド
リーマッチ 　１４：３０～１４：４０ 志賀町 ― 中条B 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１４：４５～１４：５５ 氷見 ― 仲良し 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１５：００～１５：１０ 額 ― 高松 当該 当該

フレンド
リーマッチ 　１５：１５～１５：２５ 中条A ― 松任中央 当該 当該

Ｕ－10予選リーグ　試合順　　　会場：交流の家体育館

Ｃコート（グループＥ・Ｆ）



試合順
主審(１名)
得点(１名)

副審(１名)
得点(１名)

1 　　９：３０～　９：４８ 準々決勝① 1位① 2位② 1位③ 1位⑤

2 　　９：５５～１０：１３ 準々決勝② 1位⑥ 1位④ A１勝者 A１敗者

3 　１０：２０～１０：３８ 準々決勝③ 1位③ 1位⑤ Ａ2勝者 A２敗者

4 　１０：４５～１１：０３ 準々決勝④ 2位① 1位② A３勝者 A３敗者

5 　１１：１０～１１：２８ フレンドリーマッチ① A１敗者 A２敗者 A４勝者 A４敗者

6 　１１：３５～１１：５３ フレンドリーマッチ② A３敗者 A４敗者 A５勝者 A５敗者

7 　１２：００～１２：１８ 準決勝① A１勝者 A２勝者 A６勝者 A６敗者

8 　１２：２５～１２：４３ 準決勝② A３勝者 A４勝者 A７勝者 A７敗者

9 　１２：５０～１３：０８ フレンドリーマッチ③ A５敗者 A６敗者 A８勝者 A８敗者

10 　１３：１５～１３：３３ フレンドリーマッチ④ A５勝者 A６勝者 A９勝者 A９敗者

11 　１３：４０～１３：５８ ３位決定戦 A７敗者 A８敗者 A１０勝者 A１０敗者

12 　１４：０５～１４：２３ 決勝戦 A７勝者 A8勝者 協会 協会

１４：３０～

Ｕ－10　２日目　試合順　　　会場：羽咋体育館

Ｕ－10　　NOTOカップトーナメント（Ａコート）

表彰式



試合順
主審(１名)
得点(１名)

副審(１名)
得点(１名)

1 　　９：３０～　９：４８ 準々決勝① ２位③ ３位④ ２位⑤ ３位①

2 　　９：５５～１０：１３ 準々決勝② ３位② ２位⑥ B１勝者 B１敗者

3 　１０：２０～１０：３８ 準々決勝③ ２位⑤ ３位① B２勝者 B２敗者

4 　１０：４５～１１：０３ 準々決勝④ ３位③ ２位④ B３勝者 B３敗者

5 　１１：１０～１１：２８ フレンドリーマッチ① B１敗者 B２敗者 B４勝者 B４敗者

6 　１１：３５～１１：５３ フレンドリーマッチ② B３敗者 B４敗者 B５勝者 B５敗者

7 　１２：００～１２：１８ 準決勝① B１勝者 B２勝者 B６勝者 B６敗者

8 　１２：２５～１２：４３ 準決勝② B３勝者 B４勝者 B７勝者 B７敗者

9 　１２：５０～１３：０８ フレンドリーマッチ③ B５敗者 B６敗者 B８勝者 B８敗者

10 　１３：１５～１３：３３ フレンドリーマッチ④ B５勝者 B６勝者 B９勝者 B９敗者

11 　１３：４０～１３：５８ ３位決定戦 B７敗者 B８敗者 B１０勝者 B１０敗者

12 　１４：０５～１４：２３ 決勝戦 B７勝者 B８勝者 B１１勝者 B１１敗者

１４：３０～

Ｕ－10　２日目　試合順　　　会場：羽咋体育館

Ｕ－10　　羽咋市サッカー協会トーナメント（Ｂコート）

表彰式



試合順
主審(１名)
得点(１名)

副審(１名)
得点(１名)

1 　　９：３０～　９：４８ 準々決勝① ３位⑤ ４位④ ４位① ４位⑥

2 　　９：５５～１０：１３ 準々決勝② ４位⑤ ４位② C１勝者 C１敗者

3 　１０：２０～１０：３８ 準々決勝③ ４位① ４位⑥ C２勝者 C２敗者

4 　１０：４５～１１：０３ 準々決勝④ ４位③ ３位⑥ C３勝者 C３敗者

5 　１１：１０～１１：２８ フレンドリーマッチ① C１敗者 C２敗者 C４勝者 C４敗者

6 　１１：３５～１１：５３ フレンドリーマッチ② C３敗者 C４敗者 C５勝者 C５敗者

7 　１２：００～１２：１８ 準決勝① C１勝者 C２勝者 C６勝者 C６敗者

8 　１２：２５～１２：４３ 準決勝② C３勝者 C４勝者 C７勝者 C７敗者

9 　１２：５０～１３：０８ フレンドリーマッチ③ C５敗者 C６敗者 C８勝者 C８敗者

10 　１３：１５～１３：３３ フレンドリーマッチ④ C５勝者 C６勝者 C９勝者 C９敗者

11 　１３：４０～１３：５８ ３位決定戦 C７敗者 C８敗者 C１０勝者 C１０敗者

12 　１４：０５～１４：２３ 決勝戦 C７勝者 C８勝者 C１１勝者 C１１敗者

１４：３０～

Ｕ－10　２日目　試合順　　　会場：交流の家体育館

Ｕ－10　交流の家トーナメント（Cコート）

表彰式


