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2019 年 6 月 25 日 

一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

 

【グループステージ第 3 日 キックオフ時間訂正】 

U-18 出場チーム組み合わせ決定のお知らせ 

～全国各地域代表 32 チームが出場～ 

今年で 43 回目を迎える「第 43 回 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会」を 7 月 21 日（日）～7 月 31 日（水）

に群馬県前橋市内各地／味の素フィールド西が丘（準決勝・決勝）にて開催いたします。 

 本大会は、現在日本を代表する選手を数多く輩出している、クラブチームのユース年代日本一を決める大会として開催され

ています。出場チーム詳細、日程については、次頁資料をご参照ください。 

 報道関係の皆様におかれましては、大会告知にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

―記― 

【第 43 回 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会 開催概要】 

■大会名：第 43 回 日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会 

■主催 ：公益財団法人 日本サッカー協会、一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 

■主管  ：関東クラブユースサッカー連盟、公益社団法人 群馬県サッカー協会、前橋市サッカー協会 

公益財団法人 東京都サッカー協会 

■後援  ：スポーツ庁、群馬県、群馬県教育委員会、前橋市、前橋市教育委員会、前橋市スポーツコミッション 

公益財団法人前橋市まちづくり公社、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ、毎日新聞社 

■協賛  ：JFA Youth & Development Official Partner 

トヨタ自動車株式会社、ニチバン株式会社、株式会社 明治 、株式会社モルテン 

■会場  ：前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場、コーエィ前橋フットボールセンター、NTT 図南グラウンド 

前橋市宮城総合運動場陸上競技場、G スポーツ富士見総合グランド（以上群馬県前橋市） 

伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場（群馬県伊勢崎市） 

味の素フィールド西が丘（東京都北区） 

■日程  ：2019 年 7 月 21 日（日）～7 月 31 日（水）※7 月 20 日(土)代表者会議 

○グループステージ 7 月 21 日（日）～ 7 月 24 日（水）※7 月 23 日（火）休息日 

○ラウンド 16  7 月 25 日（木） 

○準々決勝  7 月 27 日（土） 

○準決勝   7 月 29 日（月） 

○決勝／閉会式  7 月 31 日（水） 

 ※7 月 23 日（火）、26 日（金）、28 日（日）休息日 

訂正版 
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■出場ﾁｰﾑ  ：全国 9 地域の代表 32 チーム 

北海道（1）東北（3）関東（11）北信越（2）東海（3）関西（4）中国（3）、四国（1）九州（4） 

 

■表彰    ：優勝チームには優勝杯（日本サッカー協会杯・日本クラブユースサッカー連盟杯）を授与し、次回 

までこれを保持せしめる。優勝以下第 3 位までに表彰状並びにメダルを授与する。 

■得点王  ：本大会において最多得点を挙げた選手を表彰する。 

■ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ賞：本大会において、フェアプレー精神の育成・向上のために選考基準に従いフェアプレー賞を選考する。フェアプ

レー賞はチーム単位とし、ベスト 4 に進出したチームの中から選考する。表彰はトロフィー及び副賞を授与す

る。  

地域 チーム名 出場回数

北海道地域 北海道代表  北海道コンサドーレ札幌U-18 23

東北第一代表  ベガルタ仙台ユース 22

東北第二代表  モンテディオ山形ユース 11

東北第三代表  ブラウブリッツ秋田U-18 初

関東第一代表  横浜Ｆ･マリノスユース 32

関東第二代表  三菱養和ＳＣユース 34

関東第三代表  東京ヴェルディユース 40

関東第四代表   横浜ＦＣユース 8

関東第五代表  浦和レッドダイヤモンズユース 20

関東第六代表  大宮アルディージャU18 14

関東第七代表  鹿島アントラーズユース 20

関東第八代表  柏レイソルU-18 24

関東第九代表  ＦＣ東京U-18 19

関東第十代表  川崎フロンターレU-18 15

関東第十一代表  水戸ホーリーホックユース 初

北信越第一代表  松本山雅ＦＣ U-18 4

北信越第ニ代表  ツエーゲン金沢U-18 2

東海第一代表  清水エスパルスユース 20

東海第ニ代表  ＪＦＡアカデミー福島U-18 3

東海第三代表  名古屋グランパスU-18 24

関西第一代表  ガンバ大阪ユース 27

関西第ニ代表  京都サンガF.C. U-18 22

関西第三代表  セレッソ大阪U-18 24

関西第四代表  ヴィッセル神戸U-18 22

中国第一代表  サンフレッチェ広島F.Cユース 26

中国第ニ代表  ファジアーノ岡山 U-18 3

中国第三代表  ガイナーレ鳥取U-18 6

四国地域 四国代表  愛媛ＦＣ U-18 21

九州第一代表  V・ファーレン長崎U-18 2

九州第ニ代表  サガン鳥栖U-18 9

九州第三代表  アビスパ福岡U-18 20

九州第四代表  大分トリニータU-18 15

北信越地域

中国地域

九州地域

東北地域

関東地域

東海地域

関西地域
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■グループステージ組み合わせ 

 

 

■グループステージ日程 

 

 

  

1 三菱養和ＳＣ 1 サンフレッチェ広島 1 東京ヴェルディ 1 ガンバ大阪

2 ＪＦＡアカデミー福島 2 大宮アルディージャ 2 ベガルタ仙台 2 鹿島アントラーズ

3 川崎フロンターレ 3 名古屋グランパス 3 ガイナーレ鳥取 3 ツエーゲン金沢

4 ブラウブリッツ秋田 4 ヴィッセル神戸 4 大分トリニータ 4 アビスパ福岡

1 横浜ＦＣ 1 清水エスパルス 1 V・ファーレン長崎 1 横浜Ｆ･マリノス

2 京都サンガ 2 浦和レッズ 2 セレッソ大阪 2 サガン鳥栖

3 ＦＣ東京 3 松本山雅ＦＣ 3 柏レイソル 3 水戸ホーリーホック

4 ファジアーノ岡山 4 モンテディオ山形 4 コンサドーレ札幌 4 愛媛ＦＣ

Ｅグループ Ｆグループ Ｇグループ Ｈグループ

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ
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■ノックアウトステージ日程 

 

 ※組み合わせは、グループステージ終了後に抽選によって決定 

※ノックアウトステージ進出チームはグループステージ各グループの順位ごと（1～2 位）に抽選を行って組み合わせを決定 
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■群馬会場一覧 

・前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場 （前橋総合） 

【住所】群馬県前橋市荒口町 437-2 【TEL】027-234-9338 

【アクセス】・JR「前橋」駅下車、永井バス「東大室」行きで「運動公園入口」下車、徒歩 10 分 

・JR「前橋」駅下車、日本中央バス「大室公園」行きで「運動公園内」下車すぐ 

・北関東自動車道「駒形 IC」前橋方面に約 6ｋｍ 

・コーエィ前橋フットボールセンターA/B/C/D（前橋フ A／B／C／D） 

【住所】群馬県前橋市下増田町 277 番地 【TEL】027-265-0911 

 【アクセス】・ＪＲ両毛線「駒形」駅下車、タクシーで約 10 分（約 3.5km） 

・関越自動車道「前橋ＩＣ」を前橋・渋川方面に約 14km 

・北関東自動車道「駒形ＩＣ」を前橋方面に約 2.2km 

・NTT 図南グランド（NTT 図南）  

 【住所】群馬県前橋市上大屋町 344  【TEL】027-261-5333（図南サッカークラブ）  

 【アクセス】・上毛電気鉄道「樋越」駅下車、タクシーで約 5 分  

・北関東自動車道「伊勢崎 IC」を前橋方面に約 10km  

・前橋市宮城総合運動場陸上競技場（宮城総合） 

【住所】群馬県前橋市鼻毛石町 2270-1 【TEL】027-283-8735(宮城体育館) 

 【アクセス】・上毛電気鉄道「大胡」駅下車、タクシーで 15 分 

・関越自動車道「前橋ＩＣ」を前橋・渋川方面に 18km 

・北関東自動車道「駒形ＩＣ」を前橋方面に 13.6km 

・G スポーツ富士見総合グランド（富士見）  

 【住所】群馬県前橋市富士見町皆沢 315-1 【TEL】027-265-0900（前橋市民体育館）  

 【アクセス】     ・関越交通「総合グランド南」下車、徒歩 1 分  

                 ・JR 両毛線「前橋」駅下車、タクシーで約 30 分  

                        ・関越自動車道「渋川伊香保 IC」を前橋方面に約 17km  

・伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場（伊勢崎）  

 【住所】群馬県伊勢崎市堤西町 121 【TEL】0270-23-7015  

 【アクセス】・JR 両毛線・東武伊勢崎線「伊勢崎駅」下車、タクシー５分(約 2km) 

・北関東自動車道波志江 PA スマート IC から約５分 

・北関東自動車道伊勢崎 IC から約 10 分 

・関越自動車道本庄・児玉 IC から約 40 分 

 

■ご来場にあたって 

 ・お車でお越しの際は、会場内または付帯施設の駐車場をご利用ください。 

 ・大会専用の駐車場の用意はございません。予めご了承ください。 
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■ご取材にあたって 

 ・グループステージ～準々決勝については、事前申請の必要はございません。直接会場内のプレス受付までお越し下さい。 

 ・報道関係者専用の駐車場はございません。予めご了承ください。  

 ・会場によってはプレス控室、電源設備、記者席が無い場合がございます。 

 ・当日のご取材については各会場の係員の指示に従ってください。 

 ・試合会場では当該試合の公式記録のみ配布いたします。 

 ・大会期間中は各開催日全試合終了後に試合結果一覧を報道各社に配信します。 

 ・各試合の公式記録は、各開催日全試合終了後に連盟公式ホームページに掲載します。 

 

■大会事務局（U-18・U-15 大会開催期間外） 

一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 事務局  

 TEL：03-3830-1844 FAX：03-3830-1847（10 時～17 時 土日・祝日除く） 

                

■チケット情報 

・グループステージ～準々決勝：入場無料 

・準決勝・決勝：味の素フィールド西が丘 

日程 ：準決勝  7 月 29 日（月） キックオフ 16：00 ／ 18：30（予定） 

決 勝  7 月 31 日（水） キックオフ 18：00（予定） 

入場料：大人：1,000 円（大学生以上）小人 500 円（高校生以下） 

※JFA 登録者は登録証の掲示により、入場無料 

※7 月 1 日（月）10：00 よりチケット発売開始 

 

以上 


