


1 工 学 院 13 東京実業(東京)

2 明中八王子 14 国際学院(埼玉)

3 松 が 谷 15 実践学園(東京)

4 片  倉 16 東 大 和(東京)

5 八王子東 17 府 中 東(東京)

6 本 庄 東(埼玉) 18 八王子学園八王子

7 狭山ヶ丘(埼玉) 前年度
準優勝 19 福知山成美(京都)

8 伊勢崎工(群馬) 20 正則学園(東京) 復帰

9 東久留米総合(東京) 21 保 谷(東京) 新規

10 安 積(福島) 22   石 神 井(東京) 新規

11 SC相模原 (神奈川) 前年度
 3位 23   八王子北(東京)

12 浦和学院(埼玉) 前年度
 優勝 24 川口市立(埼玉) 新規

2019東京ユースサッカーフェスティバル参加校一覧



２０１9東京ユースサッカーフェスティバル　スケジュール表（予選リーグ グループA～C）

Kick Off Kick Off Kick Off

13:00 八王子 東京実業 13:00 松が谷 国際学院 13:00 工学院 伊勢崎工

14:20 東久留 本庄東 14:20 石神井 川口市立 14:20 福知山 保 谷

Kick Off Kick Off Kick Off

9:30 八王子 東久留 9:30 松が谷 石神井 9:30 福知山 工学院

10:50 東京実業 本庄東 10:50 国際学院 川口市立 10:50 保 谷 伊勢崎工

12:10 12:10 12:10

13:30 八王子 本庄東 13:30 松が谷 川口市立 13:30 福知山 伊勢崎工

14:50 東京実業 東久留 14:50 石神井 国際学院 14:50 工学院 保 谷

※ 順位リーグ組合せは予選リーグの結果を踏まえレセプション時及び八王子サッカー協会のＨＰで発表します。

※ 各グループ先頭の高校が会場責任校です。

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

対戦カード 対戦カード 対戦カード

工学院大学

２７日

対戦カード 対戦カード 対戦カード

２６日

戸吹スポーツ公園

創価大学戸吹スポーツ公園

創価大学 工学院大学

福知山成美

八王子 松が谷 工学院

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

東京実業 国際学院

本庄東 川口市立 伊勢崎工

東久留米総合 石神井 保　谷



２０１9東京ユースサッカーフェスティバル　スケジュール表（予選リーグ　グループD～F）

Kick Off Kick Off Kick Off

13:00 正則学園 浦和学院 13:00 片 倉 東大和 13:00 八王子東 実践学園

14:20 明中八 狭山ヶ丘 14:20 府中東 相模原 14:20 安 積 八王子北

　 　

Kick Off Kick Off Kick Off

9:30 浦和学院 狭山ヶ丘 9:30 片 倉 相模原 9:30 実践学園 八王子北

10:50 正則学園 明中八 10:50 府中東 東大和 10:50 八王子東 安 積

12:10 12:10 12:10

13:30 浦和学院 明中八 13:30 相模原 東大和 13:30 八王子東 八王子北

14:50 正則学園 狭山ヶ丘 14:50 片 倉 府中東 14:50 実践学園 安 積

※ 順位リーグ組合せは予選リーグの結果を踏まえレセプション時及び八王子サッカー協会のＨＰで発表します。

※ 各グループ先頭の高校が会場責任校です。

Ｄグループ Ｅグループ Ｆグループ

２７日

明中八王子

東京工科大学/日本工学院専門 拓殖大学

対戦カード 対戦カード 対戦カード

２６日

明中八王子

Ｄグループ Eグループ Fグループ

東京工科大学/日本工学院専門 拓殖大学

対戦カード 対戦カード 対戦カード

浦和学院 SC相模原 実践学園

明中八王子 片　倉 八王子東

正則学園 東大和 八王子北

狭山ヶ丘 府中東 安　積



2019 東京ユースフェスティバル 

決勝トーナメント、下位順位トーナメント表 

 

戸 29 日② 

                    明 29 日② 

※戸は戸吹スポーツ公園 

※明は明大中野八王子高校 

試合時間  ① 9:30 ② 10:50 ③ 13:00 ④ 14:20 

 

決勝トーナメント、順位戦は同点の場合延長なし PK 戦、決勝戦のみ延長戦(20 分)PK 戦とする。 

決勝トーナメントの審判(主・副)は協会より出ます。 

下位順位トーナメントは主審のみ協会より出ますので、副審は各校 1 名づつ出してください。 

大会 3 日目の結果で 4 日の会場が変わりますのでご注意下さい。 

   ◆トーナメント組み合わせ 

A1  D1  

B1  E1  

C1  F1  

?2  ?2  

 

            

       戸 29 日①  

     明 28 日④  戸 28 日④ 

明28 日①   明28日②   戸 28 日①  戸 28 日② 

A1      B1      C1 

     明 28 日③ 

   ?2      D1  

         

    E1      F1 

       戸 28 日③ 

   ?2 

             明 29 日①  

 


