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出場チーム組み合わせ決定のお知らせ 

～全国各地域代表 15 チームとアメリカから招待～ 

日本クラブユースサッカー連盟では、女子サッカーの普及・発展を目的に今年より「XF CUP 2019 第 1 回 日本クラブユー

ス女子サッカー大会（U-18）」を 7 月 30 日（火）～8 月 5 日（月）に群馬県前橋市内各にて開催いたします。 

 本大会は、クラブチームの女子 U-18 年代日本一を決める大会として開催されます。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― 

【XF ＣＵＰ 2019 第 1 回 日本クラブユース女子サッカー大会（U-18） 開催概要】 

■大会名：XF CUP 2019 第 1 回 日本クラブユース女子サッカー大会（U-18） 

■主 催：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 

■後 援：群馬県、群馬県教育委員会、前橋市、前橋市教育委員会、 

公益財団法人前橋市まちづくり公社、前橋市スポーツコミッション、公益財団法人日本サッカー協会 

■特別協賛：株式会社アイズ・カンパニー 

■特別協力：株式会社スリーエス 

■協 賛：株式会社モルテン 

■協 力：株式会社 共同写真企画 

■会  場：コーエイ前橋フットボールセンター、前橋総合運動公園陸上競技・サッカー場（群馬県前橋市） 

■日  程：2019 年 7 月 30 日（火）～8 月 5 日（月）※7 月 29 日(月)代表者会議 

○グループステージ 7 月 30 日（火）～ 8 月 1 日（木） 

○ノックアウトステージ 8 月 3 日（土）～5（月） 

 ※8 月 2 日（金）休息日 

 

XF CUP 2019 

第 1 回 日本クラブユース女子サッカー大会（U-18） 
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■出場ﾁｰﾑ ：全国 9 地域の代表 15 チーム、海外招待 1 チーム 

北海道（1）東北（1）関東（5）北信越（1）東海（2）関西（1）中国（2）、四国（1）九州（1） 

 

■表 彰：優勝チームには優勝杯（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。表彰状並びに副賞を授与する。  

 

■グループステージ組み合わせ 

 

地域 チーム名

北海道①  北海道リラ・コンサドーレ

東北①  マイナビベガルタ仙台レディースユース

関東①  日テレ・メニーナ

関東②  ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ

関東③  浦和レッドダイヤモンズレディースユース

関東④  ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18

関東⑤  横須賀シーガルズJOY

北信越①  AC長野パルセイロ・シュヴェスタ－

東海①  JFAアカデミー福島

東海②  伊賀フットボールクラブくノ一サテライト

関西①  INAC神戸レオンチーナ

中国①  FC.REVO山口

中国②  アンジュヴィオレ広島U-18

四国①  高知ユナイテッドＳＣレディース

九州①  ANCLASノーヴァ

アメリカ  San Jose Earthquakes

1 FC.REVO山口 1 マイナビベガルタ仙台レディースユース 1 INAC神戸レオンチーナ 1 伊賀フットボールクラブくノ一サテライト

2 JFAアカデミー福島 2 横須賀シーガルズJOY 2 ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 2 San Jose Earthquakes

3 日テレ・メニーナ 3 ANCLASノーヴァ 3 高知ユナイテッドＳＣレディース 3 アンジュヴィオレ広島U-18

4 AC長野パルセイロ・シュヴェスタ－ 4 浦和レッドダイヤモンズレディースユース 4 北海道リラ・コンサドーレ 4 ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ
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■グループステージ日程 

 

  

キックオフ 試合会場 Match No.

8:45 REVO山口 VS パルセイロ 【１】

10:35 INAC神戸 VS リラ・コンサ 【５】

8:45 アカデミー VS メニーナ 【２】

10:35 ジェフ VS 高知ユナイテッド 【６】

8:45 ベガルタ VS レッズ 【３】

10:35 伊賀FC VS ノジマステラ 【７】

8:45 シーガルズ VS アンクラス 【４】

10:35 サンノゼ VS アンジュヴィオレ 【８】

前橋フC

D 前橋フD

グループステージ　第1日　7月30日（火）

対戦

A 前橋フA

B 前橋フB

C

キックオフ 試合会場 Match No.

8:45 REVO山口 VS メニーナ 【9】

10:35 INAC神戸 VS 高知ユナイテッド 【13】

8:45 アカデミー VS パルセイロ 【10】

10:35 ジェフ VS リラ・コンサ 【14】

8:45 ベガルタ VS アンクラス 【11】

10:35 伊賀FC VS アンジュヴィオレ 【15】

8:45 シーガルズ VS レッズ 【12】

10:35 サンノゼ VS ノジマステラ 【16】

C 前橋フC

D 前橋フD

グループステージ　第2日　7月31日（水）

対戦

A 前橋フA

B 前橋フB

キックオフ 試合会場 Match No.

8:45 REVO山口 VS アカデミー 【17】

10:35 INAC神戸 VS ジェフ 【21】

8:45 メニーナ VS パルセイロ 【18】

10:35 高知ユナイテッド VS リラ・コンサ 【22】

8:45 ベガルタ VS シーガルズ 【19】

10:35 伊賀FC VS サンノゼ 【23】

8:45 アンクラス VS レッズ 【20】

10:35 アンジュヴィオレ VS ノジマステラ 【24】

グループステージ　第３日　8月1日（木）

A

B

C

D

前橋フA

前橋フB

前橋フC

前橋フD

対戦
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■ノックアウトステージ日程

 

  

※ノックアウトステージは各グループの 1～2 位は上位トーナメント、3～4 位は下位トーナメントに入る。 

  

■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 

 

・前橋フットボールセンター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 

 

■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。 

8月5日 8月5日

8月4日 8月4日

8月3日 8月3日

8月4日 8月4日

8月5日 8月5日
8:45 8:45
前フB 前フC

前フA 前フD

【42】 【43】

8:45 8:45

8:45 8:45 8:45 8:45
前フA 【41】 前フB 前フC 【44】 前総

【33】 【34】 【35】 【36】

C3 Ｂ4 D3 A4D1 A2 A3 Ｄ4 B3 Ｃ4A1 D2 B1 C2 C1 B2

10:35 10:35
【25】 【26】 【27】 【28】 【29】 【30】 【31】 【32】
8:45 8:45 8:45 8:45 10:35 10:35
前フA 前フB 前フC 前フD 前フA 前フB 前フC 前フD

10:35 10:35 10:35 10:35
【37】 【38】 【39】 【40】

前フA 【45】 前フB 前フC 【48】 前総

前フA 前フD
10:35 10:35

前フB 前フC
10:35 10:35
【46】 【47】

上位トーナメント 下位トーナメント
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■ご取材にあたって 

 ・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。  

 ・プレス控室、電源設備はございません。 

 ・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予定です。 

 ・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 

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） 

 

 

以上 


