
第41回 全日本少年サッカー大会 決勝大会
１次ラウンドグループ

グループA グループB グループC グループD グループE グループF

1
ＭＩＲＵＭＡＥ･ＦＣ 名古屋グランパス ＳＳＳ　ＦＣ リオペードラ加賀ＦＣ アストロンＦＣ 水橋ＦＣ

岩手県 3年ぶり11回目 愛知県 2年ぶり8回目 山口県 5年ぶり2回目 石川県 初出場 福島県 4年ぶり6回目 富山県 4年ぶり3回目

2
清水エスパルス 太陽宮崎ＳＣ フォルツァ松本 ＡＣジュニオール 川崎フロンターレ サンフレッチェ広島

静岡県 初出場 宮崎県 初出場 長野県 3年ぶり4回目 宮城県 2年ぶり4回目 神奈川県 6年ぶり4回目 広島県 2年連続7回目

3
丸亀ＦＣ 西宮ＳＳ 太陽ＳＣ 宿毛ＦＣ 小倉南ＦＣ 海南ＦＣ

香川県 3年ぶり7回目 兵庫県 初出場 鹿児島県 3年ぶり3回目 高知県 20年ぶり2回目 福岡県 4年ぶり6回目 和歌山県 初出場

4
Ｖ・ファーレン長崎 アバンツァーレ山形 北海道コンサドーレ札幌 アミティエＳＣ草津 松茂リベルテＳＣ 鹿島アントラーズつくば

長崎県 2年ぶり2回目 山形県 初出場 北海道 2年連続7回目 滋賀県 4年ぶり2回目 徳島県 初出場 茨城県 3年ぶり2回目

グループG グループH グループI グループJ グループK グループL

1
本荘南ＳＳＳ Ｊフィールド津山ＳＣ サガン鳥栖 ＦＣアヴェニーダソル 横河武蔵野ＦＣ ディアブロッサ高田ＦＣ

秋田県 初出場 岡山県 初出場 佐賀県 6年連続8回目 三重県 6年ぶり2回目 東京都 3年ぶり5回目 奈良県 2年連続16回目

2
鳥取ＫＦＣ パレイストラ 柏レイソル ＦＣゼブラ 大虫ＳＳＳ フォルトゥナ

鳥取県 2年連続3回目 群馬県 初出場 千葉県 2年ぶり17回目 愛媛県 初出場 福井県 初出場 山梨県 14年ぶり2回目

3
大山ＳＳＣ 兵庫ＦＣ ＦＣレスター アルビレックス新潟 ブレイズ熊本 大社ＳＳＣ

沖縄県 初出場 兵庫県2 2年ぶり9回目 岐阜県 2年連続2回目 新潟県 2年連続5回目 熊本県 3年ぶり5回目 島根県 2年連続7回目

4
大宮アルディージャ リベロ津軽ＳＣ 京都紫光ＳＣ 栃木ＳＣ セレッソ大阪 ドリームキッズＳＣ

埼玉県 4年ぶり5回目 青森県 3年ぶり3回目 京都府 2年ぶり13回目 栃木県 3年ぶり5回目 大阪府 3年ぶり6回目 大分県 初出場



第41回 全日本少年サッカー大会　決勝大会 
マッチスケジュール

1次ラウンド

12月26日(火) 会場：ふれあいスポーツランド
Ｎｏ. 時　　間 Pitch(1) Pitch(2) Pitch (3) Pitch(4)

第1試合 9:30 ＭＩＲＵＭＡＥ･ＦＣ － 清水エスパルス 丸亀ＦＣ － Ｖ・ファーレン長崎 名古屋グランパス － 太陽宮崎ＳＣ 西宮ＳＳ － アバンツァーレ山形

第2試合 10:30 アストロンＦＣ － 川崎フロンターレ 小倉南ＦＣ － 松茂リベルテＳＣ 水橋ＦＣ － サンフレッチェ広島 海南ＦＣ － 鹿島アントラーズつくば

第3試合 11:30 サガン鳥栖 － 柏レイソル ＦＣレスター － 京都紫光ＳＣ ＦＣアヴェニーダソル － ＦＣゼブラ アルビレックス新潟 － 栃木ＳＣ

第4試合 13:15 名古屋グランパス － 西宮ＳＳ 太陽宮崎ＳＣ － アバンツァーレ山形 ＭＩＲＵＭＡＥ･ＦＣ － 丸亀ＦＣ 清水エスパルス － Ｖ・ファーレン長崎

第5試合 14:15 水橋ＦＣ － 海南ＦＣ サンフレッチェ広島 － 鹿島アントラーズつくば アストロンＦＣ － 小倉南ＦＣ 川崎フロンターレ － 松茂リベルテＳＣ

第6試合 15:15 ＦＣアヴェニーダソル － アルビレックス新潟 ＦＣゼブラ － 栃木ＳＣ サガン鳥栖 － ＦＣレスター 柏レイソル － 京都紫光ＳＣ

Ｎｏ. 時　　間 Pitch(5) Pitch(6) Pitch(7) Pitch(8)

第1試合 9:30 ＳＳＳ　ＦＣ － フォルツァ松本 太陽ＳＣ － 北海道コンサドーレ札幌 リオペードラ加賀ＦＣ － ＡＣジュニオール 宿毛ＦＣ － アミティエＳＣ草津

第2試合 10:30 本荘南ＳＳＳ － 鳥取ＫＦＣ 大山ＳＳＣ － 大宮アルディージャ Ｊフィールド津山ＳＣ － パレイストラ 兵庫ＦＣ － リベロ津軽ＳＣ

第3試合 11:30 横河武蔵野ＦＣ － 大虫ＳＳＳ ブレイズ熊本 － セレッソ大阪 ディアブロッサ高田ＦＣ － フォルトゥナ 大社ＳＳＣ － ドリームキッズＳＣ

第4試合 13:15 リオペードラ加賀ＦＣ － 宿毛ＦＣ ＡＣジュニオール － アミティエＳＣ草津 ＳＳＳ　ＦＣ － 太陽ＳＣ フォルツァ松本 － 北海道コンサドーレ札幌

第5試合 14:15 Ｊフィールド津山ＳＣ － 兵庫ＦＣ パレイストラ － リベロ津軽ＳＣ 本荘南ＳＳＳ － 大山ＳＳＣ 鳥取ＫＦＣ － 大宮アルディージャ

第6試合 15:15 ディアブロッサ高田ＦＣ － 大社ＳＳＣ フォルトゥナ － ドリームキッズＳＣ 横河武蔵野ＦＣ － ブレイズ熊本 大虫ＳＳＳ － セレッソ大阪

12月27日(水) 会場：ふれあいスポーツランド
Ｎｏ. 時　　間 Pitch(1) Pitch(2) Pitch (3) Pitch(4)

第1試合 9:30 ＳＳＳ　ＦＣ － 北海道コンサドーレ札幌 フォルツァ松本 － 太陽ＳＣ リオペードラ加賀ＦＣ － アミティエＳＣ草津 ＡＣジュニオール － 宿毛ＦＣ

第2試合 10:30 本荘南ＳＳＳ － 大宮アルディージャ 鳥取ＫＦＣ － 大山ＳＳＣ Ｊフィールド津山ＳＣ － リベロ津軽ＳＣ パレイストラ － 兵庫ＦＣ

第3試合 11:30 横河武蔵野ＦＣ － セレッソ大阪 大虫ＳＳＳ － ブレイズ熊本 ディアブロッサ高田ＦＣ － ドリームキッズＳＣ フォルトゥナ － 大社ＳＳＣ

Ｎｏ. 時　　間 Pitch(5) Pitch(6) Pitch(7) Pitch(8)

第1試合 9:30 ＭＩＲＵＭＡＥ･ＦＣ － Ｖ・ファーレン長崎 清水エスパルス － 丸亀ＦＣ 名古屋グランパス － アバンツァーレ山形 太陽宮崎ＳＣ － 西宮ＳＳ

第2試合 10:30 アストロンＦＣ － 松茂リベルテＳＣ 川崎フロンターレ － 小倉南ＦＣ 水橋ＦＣ － 鹿島アントラーズつくば サンフレッチェ広島 － 海南ＦＣ

第3試合 11:30 サガン鳥栖 － 京都紫光ＳＣ 柏レイソル － ＦＣレスター ＦＣアヴェニーダソル － 栃木ＳＣ ＦＣゼブラ － アルビレックス新潟


