
順位 チーム 試合 勝利 引分 敗戦 得点 失点 得失点差 勝ち点 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 5/21,22 第11節 第12節 7/10 第13節 第14節 9/10,11 9/17 9/19 9/23 第16節 第17節 第18節 10/10 10/15 10/22,23
Livent コーマラント ヴォルティス リベリモ 高知中 FC今治 プルミエール カマタマーレ シ ガル コーマラント シ ガル カマタマーレ FC今治 ヴォルティス プルミエール リベリモ 高知中 Livent ヴォルティス

●2-3 ○3-2 ○4-0 ○3-0 △2-2 ●0-1 △0-0 ○2-1 ○6-1 ○1-0 ●1-2 ○2-0 ○4-0 ○1-0
リベリモ シ ガル 愛媛FC FC今治 カマタマーレ コーマラント ivent プルミエール 高知中 シ ガル 高知中 プルミエール 愛媛FC 高知中 コーマラント Livent カマタマーレ FC今治 リベリモ 愛媛FC

○4-0 ○7-0 ●0-4 ○4-1 △2-2 ○3-1 ○2-0 ○1-0 ○4-1 △2-2 ○2-0 △2-2 ●1-3
シ ガル Livent コーマラント 高知中 FC今治 カマタマーレ 愛媛FC ヴォルティス リベリモ Livent リベリモ ヴォルティス カマタマーレ コーマラント 愛媛FC FC今治 高知中 シ ガル

○3-1 △0-0 ○2-0 △1-1 ○2-1 △0-0 △0-0 ●0-1 ○4-0 △0-0 ○2-0 ●0-2 △1-1 △1-1 ●0-1
コーマラント 高知中 シーガル ヴォルティス プルミエール 愛媛FC リベリモ ivent カマタマーレ 高知中 シーガル カマタマーレ Livent 愛媛FC シーガル リベリモ プルミエール ヴォルティス コーマラント

○1-0 ●2-3 ●1-4 ●1-2 ○1-0 ●2-4 ○2-1 ○1-0 ●1-3 ○1-0 ○6-0 ●0-9 ●0-4 ○2-1
プルミエール ヴォルティス FC今治 Livent コーマラント リベリモ カマタマーレ 高知中 愛媛FC ヴォルティス FC今治 愛媛FC 高知中 高知中 リベリモ FC今治 カマタマーレ コーマラント プルミエール Livent

●1-3 ●0-7 ○2-1 ○2-1 ○2-0 △1-1 ●1-6 ●1-4 ●0-1 ○2-1 △2-2 ○1-0 ○2-1 ●1-2 ●1-4
高知中 リベリモ Livent コーマラント ヴォルティス プルミエール シーガル 愛媛FC FC今治 リベリモ 高知中 FC今治 愛媛FC プルミエール ivent コーマラント シーガル ヴォルティス コーマラント 高知中 リベリモ

○1-0 ●2-4 △2-2 △0-0 △1-1 ●1-2 ●0-1 ○1-0 ●0-6 ●0-2 △1-1 ○4-0 ○2-0 ○4-1
カマタマーレ FC今治 リベリモ プルミエール 愛媛FC Livent ーマラント シーガル ヴォルティス FC今治 カマタマーレ ヴォルティス シーガル シーガル Livent リベリモ ヴォルティス 愛媛FC プルミエール カマタマーレ コーマラント コーマラント

○3-2 ○2-1 △1-1 △2-2 △3-3 ○3-1 ●0-1 △2-2 △2-2 ●0-1 ○6-1 △2-2
愛媛FC プルミエール カマタマーレ シーガル リベリモ 高知中 ヴォルティス FC今治 コーマラント プルミエール ーマラント FC今治 高知中 カマタマーレ ヴォルティス リベリモ 愛媛FC シーガル
○3-2 △0-0 ○4-2 ●1-2 ○2-0 △3-3 ●0-2 ●1-2 ●0-6 △0-0 ●2-5 ○9-0 ●1-6 ●0-4

FC今治 愛媛FC プルミエ ル カマタマ レ シーガル ヴォルティス 高知中 リベリモ Livent 愛媛FC Livent リベリモ プルミ ル カマタマ レ ヴォルティス シーガル カマタマ レ FC今治 高知中 高知中
●0-1 ●2-3 ●0-2 ●1-2 ●1-3 ●1-2 ○6-0 ●0-1 ○5-2 ○5-2 △1-1 ●0-2 ○3-1

ヴォルティス カマタマ レ 高知中 愛媛FC Livent シーガル C今治 コ マラント プルミエ ル カマタマ レ プルミ ル マラント シーガル 高知中 FC今治 愛媛FC Livent ヴォルティス カマタマ レ

●0-4 ●0-1 ●1-2 ●0-3 ●0-2 ●0-2 ○4-2 ○2-1 ●0-4 ●0-2 ●2-5 ●1-2

2022/9/17
高円宮杯 JFA U-15サッカ リ グ 2022 四国 対戦カ ドと結果

1 愛媛FC U-15 愛媛県 14 9 2 3 31 12 +19 29

2 徳島ヴォルティスJY 徳島県 13 8 3 2 34 16 +18 27

3 プルミエール徳島SC 徳島県 15 5 7 3 16 9 +7 22

4 FC今治U-15 愛媛県 14 7 0 7 21 31 -10 21

5 シーガルFC 香川県 15 6 2 7 19 34 -15 20

6 カマタマーレ讃岐U-15 香川県 14 5 4 5 19 20 -1 19

7 高知中学校 高知県 12 4 6 2 26 19 +7 18

8 FC.Livent 愛媛県 14 4 3 7 26 34 -8 15

9 FCコーマラント 香川県 13 4 1 8 25 22 +3 13

10 徳島FCリベリモ 徳島県 12 2 0 10 10 30 -20 6


