
チーム 到着日・時間 選手（指導者）

８日１５時 川崎F ヴィッセル エスパルス マリノス

作陽B2 ヴェルディ

８日１６時 ヴィッセル 武南 市立船橋 川崎F

桐光B1 FC東京

８日２０時 青森山田 流経柏 東山 帝京 桐光B1 東海大五

武南 浦和東 神戸科学技 桐光B２ 作陽

９日１５時

８日１４時 杭州緑城

９日１０時 浦和東 履正社 武南 青森山田

帝京 広島皆実 作陽 前橋育英

９日１２時 作陽 京都U16 青森山田 神戸科学技

浦和東 市立船橋 武南

９日１２時 桐光B 流経柏 横浜FC 作陽

前橋育英

９日１３時 武南 川崎F　B１ 四中工 エスパルス

東山

８日１７時 マリノスB1 川崎F　B2 磐田東 東山

作陽 桐光B2 広島皆実

９日１２時 エスパルス 青森山田 ヴェルディB1 桐光B1 マリノス 広島皆実 浜松開誠館

浦和東 ヴェルディB２ 桐光B２ 四中工 磐田東 川崎F

８日１７時 東海大五 青森山田 市立船橋 武南

９日１４時 FC東京 帝京 ヴェルデイ 流経柏

８日１７時

８日１８時 市立船橋 帝京 四中工 前橋育英 流経柏 浜松開誠館 桐光B2

履正社 広島皆実 FC東京 FC東京 金沢桜丘

９日１３時 広島皆実 川崎F 神戸科学技 浦和東

８日１４時 市立船橋 マリノス 桐光B2 ヴェルディ

横浜FC 帝京

８日１９時 履正社 京都U16 東海大五 広島皆実

横浜FC エスパルス ヴィッセル 四中工

９日１１時 東山 マリノス 浦和東 市立船橋

横浜FC 作陽

９日１２時 磐田東 作陽B1 鹿児島実業 履正社

作陽B２ 青森山田

８日１７時 マリノスB２ 鹿児島実業 流経柏 磐田東

横浜FC 川崎F 履正社 金沢桜丘

９日１４時 四中工 磐田東 桐光B1 マリノス

横浜FC 浜松開誠館

８日１８時 京都U16 浜松開誠館 横浜FC 鹿児島実業

川崎F 帝京

９日１２時 前橋育英 FC東京 作陽 市立船橋

横浜FC 神戸科学技

９日１２時

９日１３時 ヴェルディ 前橋育英 浦和東 帝京

作陽 桐光B2

８日１７時 川崎F 東海大五 マリノス ヴィッセル

神戸科学技 エスパルス

９日１３時

９日１２時 鹿児島実業 四中工 横浜FC 桐光B1

東海大五

９日９時 浜松開誠館 東海大五 作陽B1 浦和東 川崎F　B1 前橋育英 FC東京 横浜FC　

京都U16 金沢桜丘 作陽B2 川崎F　B２ 履正社 磐田東

８日１５時 大津

7・8・9・10日 流経柏 エスパルス

7日夜着 桐光 市立船橋

桐光B2 帝京

横浜FC
33 金沢桜丘

31 杭州緑城Ｕ１８ ２５（５）

32 京都U‐16 ２０（５）

29 ＦＣ東京 ２８（５）

30 桐光学園 ４７（４）

27 武南 ３２（２）

四日市中央工業

藤枝東

28 米子北 １７（２）

24 ２５（２）

25 １６（３）

26 磐田東 ３０（３）

22 前橋育英 ３４（２）

23 流通経済大柏 ２４（２）

20 東京ヴェルディ ３５（３）

21 帝京 ３２（３）

18 市立船橋 ２８（４）

19 広島皆実 ２９（２）

16 東山 ３０（１）

17 履正社 ２５（２）

14 柏レイソル １５（２）

15 横浜ＦＣ ３６（５）

12 ヴィッセル神戸 ２５（５）

13 鹿児島実業 ２５（２）

10 浦和東 ２８（２）

11 作陽 ４８（３）

8 浜松開誠館 ３２（３）

9 神戸科学技術 ２８（３）

6 横浜Ｆ・マリノス ３４（４）

7 清水エスパルス ３６（５）

4 清水桜が丘 ２０（３）

5 大津 １８（２）

2 東海大五 ３０（３）

3 川崎フロンターレ ３６（４）

和倉ユースサテライト大会「１daycup」
９日 １０日 １１日 １２日

1 青森山田 ２５（２）


