
№１

Ａグループ Ｂグループ
フッチ 順蹴ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ

松戸南高① 白井高 ④
エストレージャス 船橋市立行田中学校

白井高 ① 国府台 ①
千葉市立稲毛中学校 四街道市立四街道中学校

みつわ台中 ① 松戸南高 ②

千葉市立幸町第二中学校 市川市立第七中学校

ＰＢＪ 銚子市立第五中学校
成東総合 ④

茂原市立茂原中学校 船橋市立三田中学校
大原高 ① 成東総合 ②

千葉市立貝塚中学校 ＡＣカラクテル
成東総合 ②

茂原市立東中学校 船橋市立八木が谷中学校

君津市立周西中学校 ＪＳＣ千葉
白井高 ①

富里市立富里北中学校 佐倉市立臼井南中学校

周西南中 ① 大原高 ②
ﾙｷﾅｽ印西ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 柏マイティＦＣ

白井高　② 南流山中 ②

フェリーチェ ﾊﾞﾘｴﾝﾃｵﾝｾﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

レイソル野田 松戸市立常盤平中学校

成東総合 ③ 松戸南高 ④

銚子市立第四中学校 ARTISTA FC
成東総合 ①

カナリーニョＦＣ 市原市立千種中学校
長浦中 ② みつわ台中 ③

三井千葉ＳＣ ラルクヴェール千葉

№２

Ｃグループ Ｄグループ
クラッキス松戸

茜浜 ③ 茜浜 ④
ジョカーレ スターナッツ

国府台 ② 白井高 ②
市原市立辰巳台中学校 船橋市立旭中学校

長浦中 ① 茜浜 ①
千葉市立こてはし台中学校 船橋市立海神中学校

ミナトサッカークラブ

南流山中 ③ 渋谷幕張中学校

磯辺一中 ②
ﾎﾟｶﾙｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 市川市立塩浜中学校

みつわ台中 ④ 松戸南高 ③
船橋市立船橋中学校 エクサス

柏ラッセル 成田市立西中学校
南流山中 ① 白井高 ③

松戸市立第四中学校
磯辺一中 ①

市原市立国分寺台中学校 横芝光町立横芝中学校
みつわ台中 ② 成東総合 ①

ＦＣリベレオ 千葉サッカークラブ

木更津市立太田中学校 レイソル長生
長浦中 ③ 長浦中 ④

松戸市立第一中学校 市川市立第八中学校
周西南中 ②

エフォート 成田市立中台中学校
南流山中 ④ 茜浜 ②

アブレイズ

　　千葉県ユース(U-15)サッカー選手権　組み合わせ表

9月23日 10月1日 10月8日 10月10日 9月23日 10月1日 10月8日 10月10日

暁星国際高
１０：００

あけぼの山
１０：００

長柄中 12:00

長柄中 10:00

東総
10:00

東総
12:30

千倉　12:00

東総
10:00

フクスク
１０：００

市立柏高
11:00

　　千葉県ユース(U-15)サッカー選手権　組み合わせ表

9月23日 10月1日 10月8日 10月10日 9月23日 10月1日 10月8日 10月10日

ｳﾞｨｳﾞｧｲｵ船橋SC

あけぼの山
12:00

東総
１２：００

FC稲毛
習志野高 ①

12:00

(           )
10:00

(         )
12:30

ｳﾞｪﾙﾃﾞｨSSﾚｽﾁ
市立柏高
13:00

暁星国際
12:00

フクスク
１２：００

習志野高 ②
14:00

FC習志野



Ａグループ Ｂグループ

フッチ 順蹴ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ

エストレージャス 船橋市立行田中学校

千葉市立稲毛中学校 四街道中学校

千葉市立幸町第二中学校 市川市立第七中学校

ＰＢＪ 銚子市立第五中学校

茂原市立茂原中学校 船橋市立三田中学校

千葉市立貝塚中学校 ＡＣカラクテル

茂原市立東中学校 船橋市立八木が谷中学校

君津市立周西中学校 ＪＳＣ

富里市立富里北中学校 臼井南中学校

ﾙｷﾅｽ印西ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 柏マイティ

フェリーチェ ﾊﾞﾘｴﾝﾃｵﾝｾﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

レイソル野田 松戸市立常盤平中学校

銚子市立第四中学校 ARTISTA FC

カナリーニョ 市原市立千種中学校

三井千葉ＳＣ ラルクヴェール千葉

Ｃグループ Ｄグループ

クラッキス松戸

ジョカーレ スターナッツ

　　千葉県ユース(U-15)サッカー選手権　組み合わせ表

9月23日 10月1日 10月8日 10月11日

　　千葉県ユース(U-15)サッカー選手権　組み合わせ表

9月23日 10月1日 10月8日 10月11日

ｳﾞｨｳﾞｧｲｵ船橋SC



市原市立辰巳台中学校 船橋市立旭中学校

千葉市立こてはし台中学校 船橋市立海神中学校

ミナト 55

渋谷幕張中学校

ﾎﾟｶﾙｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 市川市立塩浜中学校

船橋市立船橋中学校 エクサス

ラッセル 成田市立西中学校

松戸市立第四中学校

市原市立国分寺台中学校 横芝中学校

ＦＣリベレオ 千葉サッカークラブ

木更津市立太田中学校 レイソル長生

松戸市立第一中学校 市川市立第八中学校

エフォート 成田市立中台中学校

アブレイズ

ブロック名 柏の葉

第１ブロック 袖ヶ浦立長浦中学校 周西南中学校 あけぼの山

第２ブロック 千葉県立大原高校 東総

第３ブロック 成東総合運動場 成東総合運動場 暁星国際

第４ブロック 千葉県立白井高等学校 千葉県立白井高等学校

第５ブロック 千葉市立みつわ台中学校 千葉市立磯辺第一中学校

第６ブロック 習志野市茜浜グラウンド 習志野市立習志野高校

FC稲毛

ｳﾞｪﾙﾃﾞｨSSﾚｽﾁ

FC習志野

　　千葉県ユース(U-15)サッカー選手権　組み合わせ表

9月23日 10月1日

長柄町立長柄中学校
千倉総合グラウンド

1回戦試合時刻：①９：３０　　②１１：１５　　③１３：００　　④１４：４５

2回戦試合時刻：①１０：００　　②１２：００　　

3回戦試合時刻：①９：４５　　②１２：００　　③１４：４５　　　



第７ブロック 流山市立南流山中学校
代表決定戦試合時刻：①１０：００　　②１２：００　　

第８ブロック 千葉県立松戸南高校 国府台スポーツセンター

3回戦試合時刻：①９：４５　　②１２：００　　③１４：４５　　　市立柏高校
①１１：００　②１３：

００



№１

Ｂグループ

順蹴ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ

船橋市立行田中学校

四街道中学校

市川市立第七中学校

銚子市立第五中学校

船橋市立三田中学校

ＡＣカラクテル

船橋市立八木が谷中学校

ＪＳＣ

臼井南中学校

柏マイティ

ﾊﾞﾘｴﾝﾃｵﾝｾﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

松戸市立常盤平中学校

ARTISTA FC

市原市立千種中学校

ラルクヴェール千葉

№２

Ｄグループ

クラッキス松戸

スターナッツ

9月23日 10月1日 10月8日 10月11日

9月23日 10月1日 10月8日 10月11日



船橋市立旭中学校

船橋市立海神中学校

55

渋谷幕張中学校

市川市立塩浜中学校

エクサス

成田市立西中学校

横芝中学校

千葉サッカークラブ

レイソル長生

市川市立第八中学校

成田市立中台中学校

№３

柏の葉競技場

あけぼの山

東総運動場

暁星国際高校

ｳﾞｪﾙﾃﾞｨSSﾚｽﾁ

FC習志野

10月10日

10月8日

10月８日・10月１０日

10月8日

回戦試合時刻：①９：３０　　②１１：１５　　③１３：００　　④１４：４５

回戦試合時刻：①１０：００　　②１２：００　　

回戦試合時刻：①９：４５　　②１２：００　　③１４：４５　　　



代表決定戦試合時刻：①１０：００　　②１２：００　　
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