
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 7/16 8/24 8/27 第10節 第11節 第12節 9/19 第13節 第14節 第15節 10/22 11/12 第16節 第17節 第18節
高知 大手前高松 香川西 ヴォルティス 新田 徳島北 徳島市立 今治東 カマタマーレ 高知 大手前高松 香川西 ヴォルティス 新田 徳島北 高知 徳島市立 今治東 カマタマーレ

○2 1 ○2 0 ○3 0 ○3 1 ○10 0 ○3 1 △1 1 ○3 0 ○3 1 ○1 0 ○2 0
香川西 高知 新田 大手前高松 カマタマーレ ヴォルティス 愛媛FC 徳島北 今治東 香川西 高知 新田 大手前高松 カマタマーレ ヴォルティス 愛媛FC 徳島北 今治東
○2-1 ●0-1 ○4-2 ○5-0 ○1-0 ○3-0 △1-1 ○5-0 △1-1 △2-2 ○2-0 ○2-0
徳島北 今治東 カマタマ レ 愛媛FC 大手前高松 徳島市立 高知 新田 香川西 徳島北 今治東 カ タマ レ 愛媛FC 大手前高松 徳島市立 高知 新田 香川西
○3-1 ○2-0 △0-0 ●1-3 ○4-1 ●0-3 ○3-2 ○4-3 ○2-0 ○4-1 ●1-2 ●1-2

大手前高松 ヴォルティス 高知 徳島北 香川西 カマタマーレ 新田 愛媛FC 徳島市立 香川西 新田 大手前高松 ヴォルティス 高知 徳島北 香川西 カマタマーレ 新田 愛媛 C 徳島市立
●1-2 ●0-2 ●0-2 ○3-2 ○1-0 ●0-3 △1-1 ○1-0 △2-2 △1-1 ○2-1 ○4-2
新田 徳島北 ヴォルティス 香川西 徳島市立 今治東 大手前高松 高知 愛媛FC 新田 徳島北 ヴォルティス 香川西 徳島市立 今治東 新田 大手前高松 高知 愛媛FC
○3 1 △2 2 △0 0 △0 0 ●0 1 ●0 1 ●0 1 ○3 1 ●1 3 ○5 1 ○2 1

愛媛FC 徳島市立 今治東 新田 徳島北 香川西 ヴォルティス カマタマーレ 大手前高松 香川西 愛媛FC 徳島市立 今治東 新田 徳島北 香川西 愛媛FC ヴォルティス カマタマーレ 大手前高松

●1-2 ○1-0 ○2-0 ○2-0 ●0-3 ●2-3 ●1-3 ●0-3 ○2-1 ●0-2 ●2-4
今治東 愛媛FC 徳島北 徳島市立 ヴォルティス 新田 カマタマ レ 香川西 高知 今治東 愛媛FC 徳島北 徳島市立 ヴォルティス 新田 カマタマ レ 香川西 高知
○2-1 ●0-2 ●1-3 ●0-5 ●1-4 △2-2 ○1-0 ●0-2 ○3-0 △1-1 ●0-1 △3-3

徳島市立 新田 愛媛FC カマタマ レ 今治東 高知 徳島北 大手前高松 ヴォルティス 今治東 高知 徳島市立 新田 愛媛FC 徳島北 カマタマ レ 今治東 高知 徳島北 大手前高松 ヴォルティス

●1-2 ○4-1 ●0-3 △0-0 ○2-0 ●0-2 ●0-1 ●1-2 △2-2 △2-2 ●0-2
ヴォルティス カマタマーレ 大手前高松 今治東 高知 愛媛FC 香川西 徳島市立 新田 ヴォルティス カマタマーレ 大手前高松 香川西 今治東 高知 愛媛FC 香川西 徳島市立 新田

●1 3 △2 2 ○3 1 ●2 3 ○3 0 ●1 3 ●0 5 △3 3 ●1 4 ●1 5 △3 3
カマタマーレ 香川西 徳島市立 高知 愛媛FC 大手前高松 今治東 ヴォルティス 徳島北 今治東 カマタマーレ 香川西 徳島市立 高知 愛媛FC 大手前高松 カマタマーレ 今治東 ヴォルティス 徳島北

●1-3 ●1-4 ●2-4 ●0-2 ●0-10 △2-2 ●3-4 △3-3 △2-2 △2-2 ●0-2

2022/9/17
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2022 四国 対戦カードと結果

1 愛媛FC U 18 愛媛県 11 10 1 0 33 5 28 31

2 徳島市立高校 徳島県 12 8 3 1 28 8 +20 27

3 徳島ヴォルティスユース 徳島県 12 7 1 4 25 18 +7 22

4 今治東中等教育学校 愛媛県 12 5 3 4 16 18 -2 18

5 カマタマーレ讃岐U 18 香川県 11 4 3 4 16 12 +4 15

6 高知高校 高知県 11 4 0 7 13 21 -8 12

7 大手前高松高校 香川県 12 3 3 6 14 24 -10 12

8 四国学院大学香川西高校 香川県 11 2 3 6 12 17 -5 9

9 徳島北高校 徳島県 11 2 3 6 20 32 12 9

10 新田高校 愛媛県 11 0 4 7 16 38 -22 4


