
別紙① 2018香川県ジュニアサッカーリーグ（後期全県リーグ）・諸規定 

一部

A B C D E F G

1位 ディアモ（Ｆ） 栗林 シーガル 太田 詫間 津田 宇多津

2位 坂出 三木 飯山 仁尾 常一ＦＣ パステル 丸亀城南

3位 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） 柞田 たどつ（Ｉ） ＬＡＺＯ（Ｚ） 郡家 まんのう（Ｂ） たどつ（Ｏ）

4位 丸亀ＦＣ 長尾 ｷｯｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 紫雲 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｆ） ディアモ（Ｐ） こやま（Ａ）

5位 ＬＡＺＯ（Ｌ） 香南 ＭＦＣ高松 香東川 国分寺 善通寺東部 仏生山

6位 朝比奈（Ｋ） ﾃﾞｨｰｵﾙｰﾁｪ 大川 朝比奈（Ｏ） ＮＳＰ 綾南 綾歌

7位 丸亀城東 高松第一 三豊 善通寺ＦＣ グローサ 土庄美島 内海

8位 香川町 東かがわ 香西 附属高松 高松中央 まんのう（Ａ） 十河

9位 ＵＳＳ高松 屋島ＦＣ（Ａ） こやま（Ｒ） エッセ 志度 ＦＣ玉藻 屋島ＦＣ（Ｂ）

10位 屋島 多肥 牟礼

※網掛けは後期辞退チーム

新規 高松第一（Ｍ） 香西（Ｂ） 香南（Ｂ）

新規 柞田（Ｊ） 城乾

※申込受付順

Aブロック

1 ディアモ（Ｆ）

2 坂出

3 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ）

4 丸亀ＦＣ

5 ＬＡＺＯ（Ｌ）

6 朝比奈（Ｋ）

7 丸亀城東

8 栗林

9 シーガル

10 三木

１０チーム

Bブロック Cブロック

1 香川町 ＵＳＳ高松

2 飯山 屋島

3 柞田（Ｓ） たどつ（Ｉ）

4 ｷｯｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ 長尾

5 香南（Ａ） ＭＦＣ高松

6 大川 ﾃﾞｨｰｵﾙｰﾁｪ

7 高松第一（Ｏ） 三豊

8 香西（Ａ） 東かがわ

9 太田 詫間

10 宇多津 津田

１０チーム １０チーム

Dブロック Eブロック Fブロック Gブロック

1 屋島ＦＣ こやま（Ｒ） 多肥 牟礼

2 仁尾 常一ＦＣ パステル 丸亀城南

3 たどつ（Ｏ） ＬＡＺＯ（Ｚ） 郡家 まんのう（Ｂ）

4 ディアモ（Ｐ） こやま（Ａ） 紫雲 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｆ）

5 国分寺 善通寺東部 仏生山 香東川

6 朝比奈（Ｏ） ＮＳＰ 綾南 綾歌

7 内海 善通寺ＦＣ グローサ 土庄美島

8 まんのう（Ａ） 十河 附属高松 高松中央

9 エッセ 志度 ＦＣ玉藻 高松第一（Ｍ）

10 香南（Ｂ） 城乾 香西（Ｂ） 柞田（Ｊ）

１０チーム １０チーム １０チーム １０チーム

U-12
三部

１）U-12の部・ブロック分け詳細

１部リーグ

２部リーグ

３部リーグ

二部



別紙② 2018香川県ジュニアサッカーリーグ（後期全県リーグ）・諸規定 

A B C D E F

1位 ＤＥＳＡＦＩＯ 屋島ＦＣ（Ａ） 香西 ディアモ 丸亀城東 丸亀ＦＣ

2位 こやま（Ｒ） 紫雲 こやま（Ａ） 津田 坂出 柞田

3位 太田 ﾃﾞｨｰｵﾙｰﾁｪ 三木 多肥（Ａ） 綾南 パステル

4位 香南 高松中央 志度 屋島 飯山 丸亀城南

5位 ＵＳＳ高松 高松第一（Ｍ） 高松第一（Ｋ） 東かがわ たどつ まんのう（Ｂ）

6位 多肥（Ｂ） 香川町 ＬＡＺＯ 大川 朝比奈（Ｏ） 城乾

7位 長尾 牟礼 キッズ シーガル 宇多津 仁尾

8位 屋島ＦＣ（Ｂ） 栗林 附属高松 土庄美島 香川西 ＮＳＰ

9位 善通寺ＦＣ 朝比奈（Ｗ）

10位 まんのう（Ａ） 綾歌

11位 グローサ

新規 ディアモ（Ｐ） ＭＦＣ高松 仏生山 ＦＣ玉藻 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｆ） 高松第一（Ｙ）

新規 郡家 三豊 エスポ 善通寺ＦＣ（Ｍ） 善通寺東部

※申込受付順

Aブロック

1 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ）

2 屋島ＦＣ（Ａ）

3 香西

4 ディアモ（Ｆ）

5 丸亀城東

6 丸亀ＦＣ

7 紫雲

8 坂出

８チーム

Bブロック Cブロック

1 柞田 津田

2 こやま（Ａ） こやま（Ｒ）

3 太田 ﾃﾞｨｰｵﾙｰﾁｪ

4 多肥（Ａ） 三木

5 綾南 パステル

6 高松中央 香南

7 志度 屋島

8 丸亀城南 飯山

８チーム ８チーム

Dブロック Eブロック Fブロック Gブロック Ｈブロック

1 ＵＳＳ高松 高松第一（Ｍ） 高松第一（Ｋ） 東かがわ たどつ

2 大川 ＬＡＺＯ 香川町 多肥（Ｂ） まんのう（Ｂ）

3 朝比奈（Ｏ） 城乾 長尾 牟礼 キッズ

4 栗林 屋島ＦＣ（Ｂ） 仁尾 宇多津 シーガル

5 附属高松 土庄美島 香川西 ＮＳＰ 善通寺ＦＣ（Ｙ）

6 ディアモ（Ｐ） グローサ 綾歌 まんのう（Ａ） 朝比奈（Ｗ）

7 郡家 ＭＦＣ高松 三豊 仏生山 エスポ

8 高松第一（Ｙ） 善通寺東部 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｆ） 善通寺ＦＣ（Ｍ） ＦＣ玉藻

８チーム ８チーム ８チーム ８チーム ８チーム

中・西讃ステージ

２）U-11の部・ブロック分け詳細

１部リーグ

２部リーグ

３部リーグ

高松・東讃ステージ
U-11



別紙③ 2018香川県ジュニアサッカーリーグ（後期全県リーグ）・諸規定 

A B C D E

1位 こやま（Ｒ） ﾃﾞｨｰｵﾙｰﾁｪ シーガル 善通寺ＦＣ 丸亀ＦＣ（Ｓ）

2位 香川町 香東川 ディアモ 丸亀ＦＣ（Ｎ） 坂出

3位 ｷｯｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ ＭＦＣ高松 太田 柞田 ＮＳＰ

4位 高松第一（Ｋ） ＤＥＳＡＦＩＯ ＬＡＺＯ エスポ 詫間

5位 香西 香南 附属高松 朝比奈（Ｍ） 三豊

6位 牟礼 屋島ＦＣ 多肥 たどつ 丸亀城東

7位 屋島（Ｃ） 屋島（Ａ） 国分寺 飯山 パステル

8位 高松中央 高松第一（Ｓ） 紫雲 郡家 宇多津

9位 栗林 ＦＣ玉藻 津田 香川西 まんのう

10位 長尾 こやま（Ａ） 丸亀城南 常一

11位 綾南 朝比奈（Ａ）

新規 大川 土庄美島 紫雲（Ｂ） 十河 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｆ）

新規 ＵＳＳ高松

新規 城乾 善通寺東部

※申込受付順

Aブロック

1 こやま（Ｒ）

2 ﾃﾞｨｰｵﾙｰﾁｪ

3 シーガル

4 善通寺ＦＣ

5 丸亀ＦＣ（Ｓ）

6 丸亀ＦＣ（Ｎ）

7 香川町

8 ディアモ

８チーム

Bブロック Cブロック

1 香東川 坂出

2 ＭＦＣ高松 ｷｯｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ

3 太田 柞田

4 高松第一（Ｋ） ＮＳＰ

5 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） ＬＡＺＯ

6 詫間 エスポ

7 三豊 香南

8 附属高松 朝比奈（Ｍ）

８チーム ８チーム

Dブロック Eブロック Fブロック Ｇブロック

1 香西 牟礼 屋島ＦＣ 多肥

2 屋島（Ａ） 屋島（Ｃ） 丸亀城東 たどつ

3 国分寺 飯山 パステル 高松中央

4 宇多津 郡家 紫雲（Ａ） 高松第一（Ｓ）

5 栗林 ＦＣ玉藻 津田 香川西

6 丸亀城南 こやま（Ａ） 長尾 まんのう

7 常一 綾南 朝比奈（Ａ） 大川

8 紫雲（Ｂ） 善通寺東部 土庄美島 城乾

9 十河 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｆ） ＵＳＳ高松

９チーム ９チーム ９チーム ８チーム

３）U-10の部・ブロック分け詳細

１部リーグ

２部リーグ

３部リーグ

U-10
中・西讃ステージ高松・東讃ステージ


