
節 日時 試合No. 時間 会　場　名 節 日時 試合No. 時間 会　場　名

4月1日 1011 10:30 鵬学園 － 帝京長岡 和倉多目的G 6月24日 1101 10:30 帝京長岡 － 北越 帝京長岡

1012 10:30 日本文理 － 富山U18 日本文理 1102 10:30 新潟U18 － 金沢U18 アルビレッジ

1013 10:30 新潟U18 － 北越 アルビレッジ 1103 10:30 星稜 － 松本U18 星稜

1014 10:30 金沢U18 － 星稜 金大B 1104 10:30 鵬学園 － 日本文理 和倉多目的G

1015 10:30 松本U18 － 富山第一 かりがね人工芝G 1105 10:30 富山U18 － 富山第一 永森記念G

1021 10:30 日本文理 － 松本U18 日本文理 7月1日 1111 10:30 星稜 － 金沢U18 星稜

1022 10:30 新潟U18 － 帝京長岡 アルビレッジ 1112 10:30 帝京長岡 － 鵬学園 帝京長岡

1023 10:30 北越 － 星稜 北越 1113 10:30 北越 － 新潟U18 グランセナ

1024 10:30 金沢U18 － 富山第一 金大B 1114 10:30 富山第一 － 松本U18 富山第一

1025 10:30 鵬学園 － 富山U18 和倉多目的G 1115 10:30 富山U18 － 日本文理 永森記念G

1031 10:30 帝京長岡 － 富山U18 帝京長岡 1121 10:30 帝京長岡 － 新潟U18 帝京長岡

1032 10:30 金沢U18 － 日本文理 金大B 1122 10:30 星稜 － 北越 星稜

1033 10:30 富山第一 － 北越 富山第一 1123 10:30 富山第一 － 金沢U18 富山第一

1034 10:30 松本U18 － 鵬学園 かりがね人工芝G 1124 10:30 富山U18 － 鵬学園 永森記念G

4月16日 1035 10:30 星稜 － 新潟U18 星稜 1125 10:30 松本U18 － 日本文理 松本市サッカー場

1041 10:30 帝京長岡 － 星稜 帝京長岡 1131 9:30 日本文理 － 金沢U18 日本文理

1042 10:30 新潟U18 － 富山第一 アルビレッジ 1132 9:30 新潟U18 － 星稜 アルビレッジ

1043 10:30 北越 － 日本文理 グランセナ 1133 9:30 北越 － 富山第一 北越

1044 10:30 金沢U18 － 鵬学園 金沢市民 1134 9:30 鵬学園 － 松本U18 能登島

1045 10:30 富山U18 － 松本U18 永森記念G 1135 9:30 富山U18 － 帝京長岡 永森記念G

1051 10:30 日本文理 － 新潟U18 日本文理 1141 10:30 日本文理 － 北越 日本文理

1052 10:30 北越 － 鵬学園 グランセナ 1142 10:30 星稜 － 帝京長岡 星稜

1053 10:30 金沢U18 － 富山U18 金沢市民 1143 10:30 鵬学園 － 金沢U18 和倉多目的G

1054 10:30 富山第一 － 星稜 富山第一 1144 10:30 富山第一 － 新潟U18 富山第一

1055 10:30 松本U18 － 帝京長岡 かりがね人工芝G 1145 10:30 松本U18 － 富山U18 松本市サッカー場

1061 10:30 帝京長岡 － 富山第一 帝京長岡 1151 10:30 帝京長岡 － 松本U18 帝京長岡

1062 10:30 日本文理 － 星稜 日本文理 1152 10:30 新潟U18 － 日本文理 アルビレッジ

1063 10:30 新潟U18 － 鵬学園 潟東サルビア 1153 10:30 星稜 － 富山第一 星稜

1064 10:30 富山U18 － 北越 永森記念G 1154 10:30 鵬学園 － 北越 鵬学園第2G

5月4日 1065 10:30 松本U18 － 金沢U18 かりがね人工芝G 1155 10:30 富山U18 － 金沢U18 永森記念G

1071 10:30 北越 － 松本U18 グランセナ 1161 10:30 北越 － 富山U18 北越

1072 10:30 鵬学園 － 星稜 能登島 1162 10:30 金沢U18 － 松本U18 金大B

1073 10:30 日本文理 － 富山第一 日本文理 1163 10:30 星稜 － 日本文理 星稜

1074 10:30 新潟U18 － 富山U18 アルビレッジ 1164 10:30 鵬学園 － 新潟U18 鵬学園第2G

1075 10:30 金沢U18 － 帝京長岡 金大B 1165 10:30 富山第一 － 帝京長岡 富山第一

5月7日 1081 10:30 富山第一 － 富山U18 富山第一 1171 10:30 帝京長岡 － 金沢U18 帝京長岡

1082 10:30 日本文理 － 鵬学園 日本文理 1172 10:30 星稜 － 鵬学園 金沢市民

1083 10:30 北越 － 帝京長岡 北越 1173 10:30 富山第一 － 日本文理 富山第一

1084 10:30 松本U18 － 星稜 かりがね人工芝G 1174 10:30 富山U18 － 新潟U18 永森記念G

5月21日 1085 10:30 金沢U18 － 新潟U18 松任多目的G 11月19日 1175 10:30 松本U18 － 北越 アルウィン芝生

1091 10:30 帝京長岡 － 日本文理 帝京長岡 1181 11:00 日本文理 － 帝京長岡 日本文理

1092 10:30 新潟U18 － 松本U18 アルビレッジ 1182 11:00 金沢U18 － 北越 金沢市民

1093 10:30 北越 － 金沢U18 グランセナ 1183 11:00 星稜 － 富山U18 金大B

1094 10:30 鵬学園 － 富山第一 能登島 1184 11:00 富山第一 － 鵬学園 富山第一

1095 10:30 富山U18 － 星稜 永森記念G 1185 11:00 松本U18 － 新潟U18 サンコーグリーンF
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節 日時 試合No. 時間 会　場　名 節 日時 試合No. 時間 会　場　名

2011 10:30 新潟明訓 － 富山第一2nd 新潟明訓 6月24日 2081 10:30 松本国際 － 星稜2nd かりがね人工芝G

2012 13:00 帝京長岡2nd － 丸岡 新潟明訓 2082 10:30 富山第一2nd － 新潟明訓 富山第一

2013 10:30 星稜2nd － 松本国際 星稜 2083 13:00 龍谷富山 － 遊学館 富山第一

2014 13:00 遊学館 － 龍谷富山 星稜 2084 10:30 丸岡 － 帝京長岡2nd テクノポートS

2021 10:30 新潟明訓 － 星稜2nd 新潟明訓 7月1日 2091 10:30 松本国際 － 帝京長岡2nd 松本市サッカー場

2022 13:00 帝京長岡2nd － 松本国際 新潟明訓 2092 10:30 星稜2nd － 新潟明訓 星稜

2023 10:30 富山第一2nd － 遊学館 富山第一 7月2日 2093 13:00 遊学館 － 富山第一2nd 星稜

2024 13:00 龍谷富山 － 丸岡 富山第一 2094 10:30 丸岡 － 龍谷富山 テクノポートS

4月15日 2031 13:00 松本国際 － 龍谷富山 かりがね人工芝G 7月8日 2101 10:30 遊学館 － 丸岡 金沢市民

2032 10:30 帝京長岡2nd － 新潟明訓 帝京長岡 2102 10:30 新潟明訓 － 帝京長岡2nd 新潟明訓

2033 13:00 星稜2nd － 富山第一2nd 星稜 2103 10:30 富山第一2nd － 星稜2nd 富山第一

2034 10:30 丸岡 － 遊学館 テクノポートS 2104 13:00 龍谷富山 － 松本国際 富山第一

2041 10:30 星稜2nd － 遊学館 星稜 2111 10:30 帝京長岡2nd － 富山第一2nd 帝京長岡

2042 10:30 富山第一2nd － 帝京長岡2nd 富山第一 2112 13:00 新潟明訓 － 龍谷富山 帝京長岡

2043 13:00 龍谷富山 － 新潟明訓 富山第一 2113 10:30 星稜2nd － 遊学館 星稜

2044 10:30 丸岡 － 松本国際 日東シンコーS 2114 10:30 松本国際 － 丸岡 かりがね人工芝G

4月29日 2051 13:00 龍谷富山 － 富山第一2nd 富山第一 2121 9:30 新潟明訓 － 丸岡 新潟明訓

2052 10:30 星稜2nd － 帝京長岡2nd 星稜 2122 9:30 富山第一2nd － 龍谷富山 富山第一

2053 13:00 遊学館 － 松本国際 星稜 2123 9:30 松本国際 － 遊学館 かりがね人工芝G

2054 10:30 丸岡 － 新潟明訓 テクノ芝生広場 9月10日 2124 9:30 帝京長岡2nd － 星稜2nd 帝京長岡

2061 10:30 星稜2nd － 丸岡 星稜 9月23日 2131 13:00 松本国際 － 新潟明訓 松本市サッカー場

2062 13:00 遊学館 － 新潟明訓 星稜 2132 10:30 星稜2nd － 龍谷富山 星稜

2063 10:30 富山第一2nd － 松本国際 富山第一 2133 13:00 遊学館 － 帝京長岡2nd 星稜

2064 13:00 龍谷富山 － 帝京長岡2nd 富山第一 2134 10:30 丸岡 － 富山第一2nd テクノポートS

2071 10:30 富山第一2nd － 丸岡 富山第一 2141 10:30 新潟明訓 － 遊学館 新潟明訓

2072 13:00 龍谷富山 － 星稜2nd 富山第一 2142 10:30 帝京長岡2nd － 龍谷富山 帝京長岡

2073 10:30 新潟明訓 － 松本国際 新潟明訓 2143 10:30 松本国際 － 富山第一2nd 松本平広域公園

2074 13:00 帝京長岡2nd － 遊学館 新潟明訓 2144 10:30 丸岡 － 星稜2nd 日東シンコーS

高円宮杯 ＪＦＡ プリンスリーグＵ－１８北信越２０２３　会場一覧

県名 略称 電話

アルウィン芝生 0263-57-2211

松本平広域公園 0263-57-2211

かりがね人工芝G 0263-32-3230

松本市サッカー場 0263-57-5099

サンコーグリーンF 0263-52-6414

アルビレッジ 025-257-5822

グランセナ 025-211-0081

潟東サルビア 0256-78-8923

帝京長岡 0258-36-4800

日本文理 025-260-1000

北越 025-245-5681

新潟明訓 025-257-2131 

永森記念G 076-435-6400

富山第一 076-451-3396

金沢市民 076-251-0079

金大B 080-8541-6852

松任多目的G 076-276-0939

能登島 0767-84-8008

和倉多目的G 0767-62-0999

星稜 076-252-2237

鵬学園第2G 0767-53-2184.

テクノポートS 0776-81-6145

テクノ芝生広場 0776-81-6145

日東シンコーS 0776-67-4040

施設名 所在地

長野県松本市神林５３００

長野県松本市神林５３００

松本市大字惣社325番地

長野県松本市今井７０３７−７

長野県塩尻市塩尻町１０９０

新潟県北蒲原郡聖籠町東港５丁目１９２３-１２

新潟県新潟市西区小新４０８８

テクノポート福井スタジアム

テクノポート福井芝生広場

日東シンコースタジアム丸岡サッカー場

長野県

福井県

新潟聖籠スポーツセンター

グランセナ新潟サッカースタジアム

新潟市潟東サルビアサッカー場

永森記念グラウンド

金沢市民サッカー場

金沢大学SOLTILO FIELD　B

松任総合運動公園多目的グラウンド

七尾市能登島グラウンド

和倉温泉運動公園多目的グラウンド

松本平広域公園アルウィン芝生グラウンド

松本平広域公園球技場（サッカー場）　

松本市かりがねサッカー場人工芝グラウンド　

松本市サッカー場（長野県フットボールセンター）

サンコーグリーンフィールド

新潟県 帝京長岡高等学校グラウンド

日本文理高等学校グラウンド

星稜高等学校グラウンド

鵬学園高等学校第2グラウンド
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新潟県新潟市西蒲区横戸１９５３

富山県富山市草島５１－１

石川県金沢市磯部町ニ４５

石川県金沢市角間町ヌ７番地

石川県白山市倉光四丁目２２

石川県七尾市能登島向田町馬付谷内３１番地１

石川県七尾市石崎町部３２番地１

福井県坂井市三国町黒目２２−５１−３

福井県坂井市三国町黒目２２−５１−１

福井県坂井市丸岡町長崎６-６９

石川県金沢市小坂町南２０６番地

石川県七尾市矢田町メー１

7月9日

6月25日
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日程・組み合わせ

石川県

北越高等学校グラウンド

新潟明訓高等学校グラウンド

新潟県長岡市住吉３丁目９−１

新潟県新潟市西区新通１０７２

新潟県新潟市中央区米山５丁目１２−１

新潟県新潟市江南区北山１０３７

富山県
富山第一高等学校グラウンド 富山県富山市向新庄町５丁目１−５４


