
北信越事業
【１】第34回北信越国民体育大会サッカー競技

１）日　　程 平成２５年　８月１６日（金）～１８日（日） 

２）会　　場 新発田市五十公野公園陸上競技場

新発田市五十公野公園サン・スポーツランド

スポアイランド聖籠  女　子

日 記号  会場 種 別 開始時間  対　　　　戦  主審  副1 副2 第４ 備　考 

イ 五十公野 少年男 12:30 第１位 ＶＳ 第５位 変則対戦

ロ 五十公野 少年男 11:00 第２位 ＶＳ 第５位 変則対戦

ハ ｻﾝｽﾎﾟ 少年男 13:30 第３位 ＶＳ 第４位 変則対戦

A ｻﾝｽﾎﾟ 成年男 11:00 2 ＶＳ 3 １　回　戦

B 五十公野 成年男 13:30 4 ＶＳ 5 代表決定戦

あ 聖籠 女 子 11:00 ② ＶＳ ③ １　回　戦

い 聖籠 女 子 13:30 ④ ＶＳ ⑤ 代表決定戦

ニ ｻﾝｽﾎﾟ 少年男 11:00 第２位 ＶＳ 第３位 変則対戦

ホ 五十公野 少年男 11:00 第１位 ＶＳ 第４位 変則対戦

C 五十公野 成年男 13:30 1 ＶＳ Ａの勝者 代表決定戦

う 聖籠 女 子 11:00 ① ＶＳ あの勝者 代表決定戦

▼少年男子の部 シード

 ホ イ

 

ハ ロ

 ニ  
▼成年男子の部

▼女子の部 

競技組み合わせ

第１位

３）試合日程

注）ベンチは上段表の左側チームがピッチに向かって左側とする。

１７日
（土）

１６日
（金）

１８日
（日）

成年男子・少年男子

成年男子・少年男子

第４位 第５位

石川
 Ｃ

長野
代表

第３位 第２位

福井

富山

新潟
 う

福井
 Ｂ

代表

長野
 い

富山
 あ

新潟
 Ａ

代表

石川

代表



２．第93回天皇杯全国サッカー選手権大会

◆ 北信越各県選手権大会決勝 ～8月下旬

◆ 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 9月上旬～1月1日



【２】第１種
１．第３９回北信越フットボールリーグ（ＨＦＬ） 各地

<ＨＦＬ１部リーグ>
節 月日 開催地 ホーム アウェイ

福井県 サウルコス福井 ＦＣ北陸
新潟県 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ ヴァリエンテ富山
富山県 富山新庄クラブ アンテロープ塩尻
長野県 アルティスタ東御 テイヘンズＦＣ
富山県 ヴァリエンテ富山 サウルコス福井
石川県 ＦＣ北陸 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ
石川県 テイヘンズＦＣ 富山新庄クラブ
長野県 アンテロープ塩尻 アルティスタ東御
福井県 サウルコス福井 アンテロープ塩尻
新潟県 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ テイヘンズＦＣ
富山県 富山新庄クラブ ヴァリエンテ富山
長野県 アルティスタ東御 ＦＣ北陸
石川県 テイヘンズＦＣ サウルコス福井
長野県 アンテロープ塩尻 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ
石川県 ＦＣ北陸 富山新庄クラブ
富山県 ヴァリエンテ富山 アルティスタ東御
福井県 サウルコス福井 アルティスタ東御
新潟県 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ 富山新庄クラブ
石川県 テイヘンズＦＣ ＦＣ北陸
長野県 アンテロープ塩尻 ヴァリエンテ富山
富山県 富山新庄クラブ サウルコス福井
長野県 アルティスタ東御 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ
富山県 ヴァリエンテ富山 テイヘンズＦＣ
石川県 ＦＣ北陸 アンテロープ塩尻
新潟県 JAPANSC サウルコス福井
長野県 アルティスタ東御 富山新庄クラブ
石川県 テイヘンズＦＣ アンテロープ塩尻
石川県 FC北陸 ヴァリエンテ富山
石川県 ＦＣ北陸 サウルコス福井
富山県 ヴァリエンテ富山 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ
長野県 アンテロープ塩尻 富山新庄クラブ
石川県 テイヘンズＦＣ アルティスタ東御
福井県 サウルコス福井 ヴァリエンテ富山
新潟県 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ ＦＣ北陸
富山県 富山新庄クラブ テイヘンズＦＣ
長野県 アルティスタ東御 アンテロープ塩尻
長野県 アンテロープ塩尻 サウルコス福井
石川県 テイヘンズＦＣ ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ
富山県 ヴァリエンテ富山 富山新庄クラブ
石川県 ＦＣ北陸 アルティスタ東御
福井県 サウルコス福井 テイヘンズＦＣ
新潟県 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ アンテロープ塩尻
富山県 富山新庄クラブ ＦＣ北陸
長野県 アルティスタ東御 ヴァリエンテ富山
長野県 アルティスタ東御 サウルコス福井
富山県 富山新庄クラブ ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ
石川県 ＦＣ北陸 テイヘンズＦＣ
富山県 ヴァリエンテ富山 アンテロープ塩尻
福井県 サウルコス福井 富山新庄クラブ
新潟県 ＪＡＰＡＮ．Ｓ．Ｃ アルティスタ東御
石川県 テイヘンズＦＣ ヴァリエンテ富山
長野県 アンテロープ塩尻 ＦＣ北陸
福井県 サウルコス福井 JAPAN.SC
富山県 富山新庄クラブ アルティスタ東御
長野県 アンテロープ塩尻 テイヘンズＦＣ
富山県 ヴァリエンテ富山 FC北陸
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<ＨＦＬ２部リーグ>
節 月日 開催地 ホーム アウェイ

長野県 FC上田ジェンシャン ＡＳジャミネイロ
新潟県 グランセナ新潟 FCアビエス
福井県 坂井フェニックスＳＣ 09経大ＦＣ
新潟県 長岡ビルボード ＣＵＰＳ聖籠
長野県 FCアビエス FC上田ジェンシャン
新潟県 ＡＳジャミネイロ グランセナ新潟
新潟県 ＣＵＰＳ聖籠 坂井フェニックスＳＣ
新潟県 09経大ＦＣ 長岡ビルボード
長野県 FC上田ジェンシャン 09経大ＦＣ
新潟県 CUPS聖籠 グランセナ新潟
福井県 坂井フェニックスＳＣ FCアビエス
新潟県 長岡ビルボード ＡＳジャミネイロ
新潟県 ＣＵＰＳ聖籠 FC上田ジェンシャン
新潟県 グランセナ新潟 09経営大FC
新潟県 ＡＳジャミネイロ 坂井フェニックスＳＣ
長野県 FCアビエス 長岡ビルボード
長野県 FC上田ジェンシャン 長岡ビルボード
新潟県 グランセナ新潟 坂井フェニックスＳＣ
新潟県 ＣＵＰＳ聖籠 ＡＳジャミネイロ
新潟県 09経大ＦＣ FCアビエス
福井県 坂井フェニックスＳＣ FC上田ジェンシャン
新潟県 長岡ビルボード グランセナ新潟
長野県 FCアビエス ＣＵＰＳ聖籠
新潟県 ＡＳジャミネイロ 09経大ＦＣ
長野県 グランセナ新潟 ＦＣ上田ジェンシャン
新潟県 坂井フェニックスＳＣ 長岡ビルボード
新潟県 CUPS聖籠 09経営大FC
新潟県 ASジャミネイロ FCアビエス
新潟県 ＡＳジャミネイロ FC上田ジェンシャン
長野県 FCアビエス グランセナ新潟
新潟県 09経大ＦＣ 坂井フェニックスＳＣ
新潟県 ＣＵＰＳ聖籠 長岡ビルボード
長野県 FC上田ジェンシャン FCアビエス
新潟県 グランセナ新潟 ＡＳジャミネイロ
福井県 坂井フェニックスＳＣ ＣＵＰＳ聖籠
新潟県 長岡ビルボード 09経大ＦＣ
新潟県 09経大ＦＣ FC上田ジェンシャン
新潟県 グランセナ新潟 ＣＵＰＳ聖籠
長野県 FCアビエス 坂井フェニックスＳＣ
新潟県 ＡＳジャミネイロ 長岡ビルボード
長野県 FC上田ジェンシャン ＣＵＰＳ聖籠
新潟県 09経営大FC グランセナ新潟
福井県 坂井フェニックスＳＣ ＡＳジャミネイロ
新潟県 長岡ビルボード FCアビエス
新潟県 長岡ビルボード FC上田ジェンシャン
福井県 坂井フェニックスＳＣ グランセナ新潟
新潟県 ＡＳジャミネイロ ＣＵＰＳ聖籠
長野県 FCアビエス 09経大ＦＣ
長野県 FC上田ジェンシャン 坂井フェニックスＳＣ
新潟県 グランセナ新潟 長岡ビルボード
新潟県 ＣＵＰＳ聖籠 FCアビエス
新潟県 09経大ＦＣ ＡＳジャミネイロ
長野県 ＦＣ上田ジェンシャン グランセナ新潟
福井県 長岡ビルボード 坂井フェニックスＳＣ
新潟県 09経営大FC CUPS聖籠
長野県 FCアビエス ASジャミネイロ

■第３７回全国地域サッカーリーグ決勝大会
予選ラウンド １１月　８日（金）～１０日（日） 青森県・山口県・山梨県(予定）
決勝ラウンド １１月２２日（金）～２４日（日） 新潟県

※　予備日 9月22日　10月6日
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２．第３６回北信越サッカー県リーグ決勝大会（北信越チャレンジリーグ２０１３）

節 月／日 時間 ホーム ｖｓ アウェイ
１３：００ 福井 ｖｓ 富山
１３：００ 新潟 ｖｓ 長野
１３：００ 石川 ｖｓ ワイルドカード

１３：００ 長野 ｖｓ 福井
１３：００ 富山 ｖｓ ワイルドカード

１３：００ 新潟 ｖｓ 石川
１３：００ ワイルドカード ｖｓ 福井
１３：００ 石川 ｖｓ 長野
１３：００ 富山 ｖｓ 新潟
１３：００ 福井 ｖｓ 石川
１３：００ ワイルドカード ｖｓ 新潟
１３：００ 長野 vs 富山
１３：００ 新潟 ｖｓ 福井
１３：００ 石川 ｖｓ 富山
１３：００ 長野 vs ワイルドカード

※予備日：１１／２４（日）

３．第１回北信越サッカーチャレンジトーナメント大会
優勝チームは県リーグ決勝大会に進出する。（上記対戦表ワイルドカードとして）
開始時間は全て１３：３０。

４．第４９回全国社会人サッカー選手権大会　北信越大会
８月２日（金）～４日（日） 福井県

福井県

※１位と２位が全国大会出場

■全国大会 １０月１８日(金)～２３日(水) 長崎県

５．第２０回全国クラブチームサッカー選手権大会　北信越大会
９月１４日（土）～１５日（日） 長野県

長野県
（開催県）

(第19回大会優勝) ※１位が全国大会出場

■全国大会 １１月　１日（金）～　５日（火） 岐阜県

６．第１４回東日本社会人サッカー大会
７月１３日（土）～１５日（月･祝） 山形県米沢市 出場県：新潟県

７．日本スポーツマスターズ２０１３北九州大会サッカー競技会
９月１４日（土）～１７日（火） 福岡県北九州市 出場県：富山県

８．北信越社会人サッカー連盟　マッチコミッショナー研修会
４月　６日(土) 富山県総合運動公園陸上競技場会議室

９．第４２回全国自治体職員サッカー選手権北信越大会
2013年６月１５日（土）～１６日（日） 長野県飯田市総合運動場

長野県飯田運動公園多目的広場（予定）

 （開催県）

開催会場

長野

ワイルドカード

石川

新潟

長野

１０／２７（日）

１１／１０（日）

１１／１７（日）

新潟県

福井県

１０／１３（日）

１０／２０（日）

１

２

福井

福井
新潟

ワイルドカード

③９／２９
福井県

④１０／６
石川県

長野
石川
新潟

①９／２２
石川県

②９／２９
富山県

富山

石川
富山

3

４

５

富山県

石川県

長野県

ジョカトーレ高岡

(第４８回大会優勝

石川県

福井県

サウルコス福井

石川県

富山県

新潟県

長野県

新潟県

富山県



10．北信越大学サッカー連盟

1）     平成25年度　北信越大学サッカー選手権大会　兼

第37回 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会

期　日　4月21日～5月27日（開催予定）

※平成25年度より、全国大会出場は20チーム。北信越からの出場枠は1チームが

全国大会へ出場。

2）     第37回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

期　日　平成25年8月8日～8月17日（開催予定）

開　催　関西集中開催（予定）

3.  ）  第41回北信越大学サッカーリーグ（前期・後期）

期　日　平成25年4月22日～11月4日（開催予定）

 ※平成25年度より、全国大会出場枠は1,5枠となり、関東第6代表とのプレーオフとなる。（予定）

4）    第62回全日本大学サッカー選手権大会

期　間　平成25年12月（中旬開催予定）

5.）    第3回 インディペンデンスリーグ北信越大会

期　間　平成25年8月～11月（開催予定）

6.）    インディペンデンスリーグ 第11回全日本大学サッカーフェスティバル

期　日　平成25年12月（上旬開催予定）

7）     第28回デンソーカップチャレンジサッカー九州地区開催予定

［北信越選抜選考会］：平成25年11月（中旬開催予定）

［東海・北信越選抜選考会］：平成25年12月（上旬開催予定）

［本大会］：平成26年3月（上旬開催予定）

11．北信越高専サッカー連盟

（北信越関係）

○　第４６回全国高等専門学校サッカー選手権予選北信越大会

平成２５年７月

福井県（未定）

○　平成２５年度北信越高専サッカー連盟会議

平成２５年７月

（全国大会）

■ 第４６回全国高等専門学校サッカー選手権大会

平成２４年８月１７日（土）～２０日（火）

宮城県サッカー場ほか



【３】第２種
１．第９2回全国高等学校サッカー選手権大会

▼北信越各県決勝 長野県大会 １１月３日（日）
新潟県大会 １１月９日（土）
富山県大会 １１月９日（土）
石川県大会 １１月３日（日）
福井県大会 １１月３日（日）

▼全国大会 平成２5年１２月３０日（月）～平成２５年１月１３日（月・祝） 首都圏

２．第４９回北信越高等学校サッカー選手権大会
兼　平成２５年度北信越高等学校総合体育大会サッカー競技（男子）

6月１４日(金)～１６日(日) ぴあパークとうりんぼ（新潟県刈羽村）

平成２５年度北信越高等学校総合体育大会サッカー競技（女子）

6月１４日(金)～１６日(日) 帝京長岡高校・長岡ニュータウン運動公園（新潟県長岡市）

３．平成２５年度全国高等学校総合体育大会

▼北信越各県決勝 男子 女子
長野県大会 ６月２日（日） ６月２日（日）
新潟県大会 ６月２日（日） ６月２日（日）
富山県大会 ６月２日（日） ５月２６日（日）
石川県大会 ６月３日（月） ６月１日（土）
福井県大会 ６月３日（月） 推薦出場

■全国大会 男子 ７月３１日（水）～８月７日（水） 福岡県福岡市　　他
女子 ８月　３日（土）～８月７日（水） 佐賀県鳥栖市　　他

４．プリンスリーグＵ－１８北信越２０１３　　４月６日（土）～９月２１日（土） 北信越各県会場

※別シート　日程は未確定

■高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１３　プレミアリーグ
４月７日（日）～１２月８日（日） 西日本各地

２位

新潟

石川 ２位

新潟 ２位

福井

富山 １位

新潟 ３位

新潟

長野

福井

２位

１位

長野

２位

富山

石川 １位

富山

１位

４位

１位

福井

石川

長野

新潟

-50-



-51-



チーム名 H数 集中開催場所についてはどこもホーム扱いとはしない。
A1 アルビY 新潟 7
A2 星稜 石川 8
A3 帝京長岡 新潟 8
A4 開志JSC 新潟 7
A5 北越 新潟 7
A6 東海大三 長野 8
A7 新潟西 新潟 8
A8 新潟工業 新潟 7
A9 遊学館 石川 7
Aa 創造学園 長野 7

前節 日時 キックオフ 後節 日時 キックオフ

石川 A1 アルビY － Aa 創造学園 和倉温泉多目的G 13:00 新潟 A4 開志JSC － A7 新潟西 JSC
石川 A2 星稜 － A9 遊学館 15:15 新潟 A3 帝京長岡 － A8 新潟工業 JSC

4月6日 石川 A3 帝京長岡 － A8 新潟工業 6月22日 石川 A2 星稜 － A9 遊学館
石川 A4 開志JSC － A7 新潟西 11:00 長野 A1 アルビY － Aa 創造学園 アル芝

石川 A5 北越 － A6 東海大三 13:30 長野 A5 北越 － A6 東海大三 アル芝

石川 A1 アルビY － A9 遊学館 和倉温泉多目的G 13:00 新潟 A1 アルビY － A9 遊学館 JSC
石川 Aa 創造学園 － A8 新潟工業 15:15 新潟 A4 開志JSC － A5 北越 JSC

4月7日 石川 A2 星稜 － A7 新潟西 6月29日 11:00 新潟 A3 帝京長岡 － A6 東海大三 帝京長岡

石川 A3 帝京長岡 － A6 東海大三 石川 A2 星稜 － A7 新潟西

石川 A4 開志JSC － A5 北越 14:00 長野 Aa 創造学園 － A8 新潟工業 広域S

13:00 新潟 A1 アルビY － A8 新潟工業 JSC 11:00 新潟 A2 星稜 － A5 北越 北越

15:15 新潟 A3 帝京長岡 － A4 開志JSC JSC 13:30 新潟 A1 アルビY － A8 新潟工業 北越

4月13日 石川 A9 遊学館 － A7 新潟西 7月6日 11:00 新潟 A3 帝京長岡 － A4 開志JSC 帝京長岡

石川 A2 星稜 － A5 北越 13:30 新潟 A9 遊学館 － A7 新潟西 帝京長岡

10:30 長野 Aa 創造学園 － A6 東海大三 アル芝 10:30 長野 Aa 創造学園 － A6 東海大三 茅野陸上

11:00 新潟 A9 遊学館 － A5 北越 北越 11:00 新潟 A1 アルビY － A7 新潟西 アルビレッジ

13:30 新潟 A1 アルビY － A7 新潟西 北越 13:30 新潟 A8 新潟工業 － A6 東海大三 アルビレッジ

4月20日 11:00 新潟 A2 星稜 － A3 帝京長岡 帝京長岡 7月20日 石川 A2 星稜 － A3 帝京長岡
13:30 新潟 Aa 創造学園 － A4 開志JSC 帝京長岡 石川 A9 遊学館 － A5 北越

10:30 長野 A8 新潟工業 － A6 東海大三 アル芝 11:00 長野 Aa 創造学園 － A4 開志JSC 広域S

13:00 新潟 A1 アルビY － A6 東海大三 JSC 未定 10:00 新潟 A9 遊学館 － A3 帝京長岡 帝京長岡

15:15 新潟 A8 新潟工業 － A4 開志JSC JSC 未定 未定 新潟 A7 新潟西 － A5 北越 北越

4月27日 10:00 新潟 A7 新潟西 － A5 北越 北越 未定 未定 新潟 A8 新潟工業 － A4 開志JSC 北越

12:15 新潟 A9 遊学館 － A3 帝京長岡 北越 未定 石川 Aa 創造学園 － A2 星稜
14:30 新潟 Aa 創造学園 － A2 星稜 北越 未定 11:00 長野 A1 アルビY － A6 東海大三 茅野陸上

11:00 新潟 A1 アルビY － A5 北越 北越 10:00 新潟 A1 アルビY － A5 北越 アルビレッジ

13:30 新潟 A6 東海大三 － A4 開志JSC 北越 12:15 新潟 A8 新潟工業 － A2 星稜 アルビレッジ

4月28日 10:00 新潟 A7 新潟西 － A3 帝京長岡 帝京長岡 8月24日 14:30 新潟 A7 新潟西 － A3 帝京長岡 アルビレッジ

12:15 新潟 A9 遊学館 － Aa 創造学園 帝京長岡 石川 A9 遊学館 － Aa 創造学園
14:30 新潟 A8 新潟工業 － A2 星稜 帝京長岡 10:30 長野 A6 東海大三 － A4 開志JSC 茅野陸上

13:00 新潟 A8 新潟工業 － A9 遊学館 JSC 11:00 新潟 A5 北越 － A３ 帝京長岡 帝京長岡

15:15 新潟 A1 アルビY － A4 開志JSC JSC 13:30 新潟 A1 アルビY － A4 開志JSC 帝京長岡

5月3日 11:00 新潟 A5 北越 － A３ 帝京長岡 北越 9月7日 石川 A6 東海大三 － A2 星稜

13:30 新潟 A7 新潟西 － Aa 創造学園 北越 石川 A8 新潟工業 － A9 遊学館
10:00 長野 A6 東海大三 － A2 星稜 松本市S 10:30 長野 A7 新潟西 － Aa 創造学園 アル芝

5月18日 11:00 新潟 A1 アルビY － A3 帝京長岡 帝京長岡 13:00 新潟 A4 開志JSC － A2 星稜 JSC
5月18日 13:30 新潟 A7 新潟西 － A8 新潟工業 帝京長岡 15:15 新潟 A1 アルビY － A3 帝京長岡 JSC

石川 A4 開志JSC － A2 星稜 9月14日 11:00 新潟 A5 北越 － Aa 創造学園 北越

5月18日 13:30 長野 A6 東海大三 － A9 遊学館 アル芝 13:30 新潟 A7 新潟西 － A8 新潟工業 北越

5月18日 11:00 長野 A5 北越 － Aa 創造学園 アル芝 石川 A6 東海大三 － A9 遊学館

13:00 新潟 A1 アルビY － A2 星稜 JSC 11:00 新潟 A6 東海大三 － A7 新潟西 北越

15:15 新潟 A4 開志JSC － A9 遊学館 JSC 13:30 新潟 A5 北越 － A8 新潟工業 北越

6月8日 11:00 新潟 A5 北越 － A8 新潟工業 北越 9月21日 11:00 石川 A4 開志JSC － A9 遊学館

13:30 新潟 A3 帝京長岡 － Aa 創造学園 北越 13:30 石川 A1 アルビY － A2 星稜
11:00 長野 A6 東海大三 － A7 新潟西 広域S 13:30 長野 A3 帝京長岡 － Aa 創造学園 アル芝

11月16日 ① 11:00 PL7位 － FA1 アルビレッジE 11月23日 ⑨ 11:00 3位決定戦 石川or長野

11月16日 ② 13:30 FA1 － FA1 アルビレッジE 11月23日 ⑩ 13:30 5位決定戦 石川or長野

11月16日 ③ 11:00 PL8位 － FA1 アルビレッジF

参入戦 11月16日 ④ 13:30 PL9位 － FA1 アルビレッジF アル芝 ：松本平広域公園アルウィン芝生グラウンド

11月17日 ⑤ 11:00 ①と②の勝者 アルビレッジE 松本市Ｓ ：松本市サッカー場(長野県フットボールセンター)

11月17日 ⑥ 13:30 ①と②の敗者 アルビレッジE 広域Ｓ ：松本平広域公園多目的球技場（サッカー場）

11月17日 ⑦ 11:00 ③と④の勝者 アルビレッジF 茅野陸上 ：茅野市陸上競技場

11月17日 ⑧ 13:30 ③と④の敗者 アルビレッジF ＪＳＣ ：JAPNサッカーカレッジ

アルビレッジ ：新潟聖籠スポーツセンター

帝京長岡 ：帝京長岡高校

北越 ：北越高校

高円宮杯U-18サッカーリーグ2013　プリンスリーグ北信越 　日程及び組み合わせ

組み合わせ

第10節

第11節

第15節

第1節

第4節

第3節 第12節

第13節

組み合わせ

第5節

第2節

第14節

第18節

第8節

第9節

第7節

第6節

第17節

第16節



(3)2013参入戦

PL北信越2013参入戦

10チーム中1チーム(10位)が自動降格、7位から9位参入戦へ参戦

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

参入戦 組合せ

参入チーム数

3チームがPLへ

4チームがPLへ

5チームがPLへ

4チームがPLへ

5チームがPLへ

6チームがPLへ

⑧

① ②

 FA 1位FA 1位

⑥

FA 1位

5位決定戦

プレミア降格

プレミア降格

プレミア降格

 PL 7位

プレミアリーグ(富山第一) プリンスリーグ

PL 8位FA 1位FA 1位PL 9位

プレミア残留

3位決定戦

PL2チーム残留

PL2チーム昇格

⑦⑤

PL2チーム昇格

PL1チーム昇格

PL2チーム残留

プレミア残留

③

プレミア残留

PL1チーム昇格

プレミア

富山第一

④

プリンス

ページ 2



【４】第３種

１．　ＪＦＡプレミアカップ２０１３　北信越大会
 ３月２４日（日）　　　１３：００～　　　　　　新潟県　　アルビレッジ

■全国大会　　　　　　　５月３日（金）～５日（日）　　　　　　　　大阪・堺Ｊグリーン

２．　高円宮杯　２０１３年度　第５回北信越ユース(U-15)サッカーリーグ２０１３
別紙

３．　高円宮杯第２５回全日本ユース（U-15）サッカー選手権北信越大会
１１月　１６日（金）～１７日（日） ２３日（土）　　富山県日医工スポーツアカデミー

１１／１６（土）

１２：００～

１１／１７（土）

１２：００～

１１／１６（土）

１２：００～

１１／２３（土）

１４：００～

１１／１６（土）

１４：３０～

１１／１７（土）

１２：００～
１１／１６（土）

１４：３０～

■全国大会　　　１２月～　（期日・会場とも未定） 

４．　第３３回北信越中学校総合競技大会（サッカー競技） 
８月６日（火）～８日（木） 石川県　小松市

 スカイパークこまつ翼
 こまつドーム屋外グラウンド

■全国大会　　　８月１８日（日）～　　岐阜県大垣市 

北信越リーグ４位

福井県代表

アルビレックス新潟（新潟・北信越リーグ１位）　対　グランセナ新潟ジュニアユース（新潟・高円宮杯優勝）

北信越リーグ１位 第１代表

北信越リーグ２位 第２代表

第３代表
北信越リーグ５位

新潟県代表

富山県代表

北信越リーグ３位

石川県代表

長野県代表



【５】第４種

１．第12回北信越少年サッカー大会

■７月２０日（土）～２１日（日） 福井県丸岡スポーツ公園サッカー場

２． ■第３７回全日本少年サッカー大会

▼北信越各県決勝 長野県大会 6月16日
新潟県大会 6月9日
富山県大会 6月16日
石川県大会 6月2日
福井県大会 6月16日

■全国大会 7月29日（月）～8月3日（土） 御殿場高原時之栖・裾野グランド及び
沼津市愛鷹広域公園多目的競技場

３．第19回北信越少年サッカー新人大会 兼JA全農杯チビリンピック小学生選抜８人制サッカー北信越大会

１１月１６日（土）～１７日（日） 長野県千曲市ｻｯｶｰ場

■ＪＡ全農杯チビリンピック小学生選抜８人制サッカー大会

５月４日（土）～５日(日） 横浜市　(日産スタジアム）

代表チーム： グランセナ新潟Jr　(新潟県）
（前年度北信越少年サッカー新人大会優勝チームが出場）



【６】女子

１.第３５回全日本女子サッカー選手権北信越大会

９月１４日（土）～１６日（月・祝日）
①現行

②チャレンジ２チーム参加

③チャレンジ１チーム参加

■全国大会 全国各地 １１月２３日～１２月２３日

２．第１７回全日本女子ユースサッカー選手権北信越大会

１０月１２日（土）～１４日（日）

■全国大会 Ｈ２６　１月１１日～１６日

（石川県）

長野県

新潟県

福井県

長野県

石川県

第２代表

新潟県

第１代表

富山県
代　表

石川第２

福井県

石川第１

新潟県

ＪＡＰＡＮカレッジ

チャレンジ

富山第１

富山第２

第１代表
第３代表

富山第２ 第２代表

石川県

福井県

石川県

長野パルセイロ

富山第１

福井県

長野県

（富山県）

富山第１

長野県

富山第２
代　表

新潟県



３．第１８回全日本女子ユース（Ｕ-1５）サッカー選手権北信越大会

６月２日（日）・８日（土）・９日（日）

■全国大会 ７月２７日～８月２日

４．第１１回ＪＦＡ北信越ガールズエイト（Ｕ-1２）８人制サッカー選手権大会

 ９月２１日（土）～２２日（日）

①長野県 ②新潟県 ③石川県 ④福井県 ⑤富山県

１位グループ ① ② ③ ④ ⑤
① ☆
② ☆
③ ☆
④ ☆
⑤ ☆

２位グループ ② ③ ④ ⑤ ①
② ☆
③ ☆
④ ☆
⑤ ☆
① ☆

３位グループ ③ ④ ⑤ ① ②
③ ☆
④ ☆
⑤ ☆
① ☆
② ☆

４位グループ ④ ⑤ ① ② ③
④ ☆
⑤ ☆
① ☆
② ☆
③ ☆

５．第２２回全日本大学女子サッカー選手権北信越大会

１０月２６日（土）～２７日（日）・１１月３日（日）

大学女子専門部による組合せ・抽選

■全国大会 １２月２５日～１月上旬

新潟県

（福井県）

（長野県）

代　表

長野第１

長野第２

石川県
代　表

福井県

富山県

（長野県）



６.第２２回全日本高等学校女子サッカー選手権北信越大会

１０月１２日（土）～１４日(月）

高校女子専門部による組合せ・抽選

■全国大会 静岡県磐田市 １月１１日～１６日

７．第２５回全国レディースサッカー北信越大会

１０月５日（土）～６日（日）

■全国大会 Ｈ２６　　３月２１日～２３日

８．第８回秋季高等学校女子サッカー北信越大会

１１月９日（土）～１０日(日）

高校女子専門部による組合せ・抽選

※各県１チームと開催県枠１チームの計６チーム参加
※初日：Ａ・Ｂ各３チームずつの２ブロックによるリーグ戦
※二日目：各ブロック内同順位どうしによる順位決定戦

(石川県）

新潟第２

石川県

富山県

福井県

（新潟県）

長野県

新潟第１

代　表

（新潟県）



【７】シニア

１．平成２５年度北信越シニア（５０歳以上）サッカー選手権大会　兼 全国シニア（５０歳以上）サッカー大会北信越予選会

■日　程 ４月２０日（土）～２１日（日）

■会　場 石川県　和倉温泉多目的グラウンド

■組合せ

■全国大会 静岡県　藤枝総合運動公園　6月29日（土）～7月1日（月）

北信越代表　１チーム

２．平成２５年度北信越シニア（６０歳以上）サッカー選手権大会　兼 全国シニア（６０歳以上）サッカー大会北信越予選会

■日　程 ４月２０日（土）～２１日（日）

■会　場 石川県　和倉温泉多目的グラウンド

■組合せ

■全国大会 秋田県　仁賀保グリーンフィールド他

北信越代表　２チーム

長野県

新潟

Ａグループ

富山

福井県 石川県２

石川県１ 富山県 新潟県

富山県

福井県

新潟県

石川２

Bグループ 勝ち点 順位

石川１

勝ち点 順位長野県

石川県

長野

福井



■シニア７０歳以上サッカーフェスティバル

全国シニア６０大会と同時に開催

北信越代表　１チーム（北信越ロイヤル連合）

３．平成２５年度北信越シニア（４０歳以上）サッカー選手権大会　兼 全国シニア（４０歳以上）サッカー大会北信越予選会

■日　程 ７月２０日（土）～２１日（日）

■会　場 石川県能美市　根上サッカー・ラグビー場

■組合せ

■全国大会 高知県　春野総合運動公園　１１月９日（土）～１１月１１日（月）

北信越代表　１チーム

４．北信越シニアカップ

１）３５カップ ■日　程 １０月２６日（土）～２７日（日）

■会　場 石川県　和倉温泉多目的グラウンド

２）４５カップ ■日　程 １０月１９日（土）～２０日（日）

■会　場 富山県　日医工スポーツアカデミー

３）５５カップ ■日　程 １１月９日（土）～１０日（日）

■会　場 石川県　和倉温泉多目的グラウンド

４）６５カップ ■日　程 １１月９日（土）～１０日（日）

■会　場 石川県　和倉温泉多目的グラウンド

富山

石川県１Bグループ

福井

石川２

新潟

勝ち点 順位長野県 福井県 石川県２

長野

Ａグループ

石川１

勝ち点 順位新潟県 富山県



【８】フットサル

１．PUMA CUP 2014第１９回全日本フットサル選手権北信越大会
平成２６年１月２５、２６日（土、日）いしかわ総合スポーツセンター（石川）

Ａリーグ 福井１ Ｂリーグ 福井２

■　全国大会　平成２６年３月　　日（金）〜 日（日）１次ラウンド　会場調整中

 ３月　　日（金）〜 日（日）決勝ラウンド　会場調整中

２．第１９回全日本ユース（U-15）フットサル大会北信越大会
１２月７、８日（土、日） （長野）

Ａリーグ Ｂリーグ

優勝決定戦 ３位（代表）決定戦

■　全国大会　平成２６年１月１１日（土）〜１３日（月・祝） 会場調整中

３．第１０回全日本女子フットサル大会北信越大会
９月２１、２２日（土、日） （新潟）

長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県
長野県
新潟県
富山県
石川県
福井県
■　全国大会　日程・会場調整中

Ｂ１位 Ｂ２位

Ａ１位

Ｂ２位

Ａ２位

Ｂ１位

Ａ１位 Ａ２位



４．■バーモントカップ第２３回全日本少年フットサル大会
平成２６年１月４日（金）〜６日（日） 会場調整中

５．第１１回北信越フットサルリーグ
５月１９日（日）〜平成２６年１月１２日（日） 各県にて開催

VEEX KIMURA FC（石川）
JOGABOLA（福井）
ボアルース長野（長野）
cabella niigata F3（新潟）
新潟モナルカ（新潟）
Primasale上越（新潟）
Grandlf金沢東（石川）
ToroBravo富山（富山）
KUROSAKI-SALA（新潟）
デサフィオ富山　FC（富山）

RUEDA FUTSAL NIIGATA(新潟）

AlRosse松本（長野）

参入戦　平成２６年２月２３日（日） （石川）

■全国大会　第１４回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ
日程・会場調整中

６．第９回全日本大学フットサル大会北信越大会
７月６、７日（土、日） （福井）

長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■全国大会 日程・会場調整中

７．第２９回全国選抜フットサル大会北信越大会

８月３、４日（土、日） 南長野運動公園体育館（長野）
長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井

長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■全国大会 日程・会場調整中

リーグ11位

リーグ12位



８．第６回北信越ビーチサッカー大会

８月２４、２５日（土、日） 村上市瀬波海岸（新潟）
長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井

長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■全国大会　第８回全国ビーチサッカ日程・会場調整中

９．トリムカップ2014第６回全国女子選抜フットサル大会北信越大会

２月１５、１６日（土、日） 南長野運動公園体育館（長野）
長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井

長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■全国大会 日程・会場調整中

１０．第４回全日本女子ユース（U-15）フットサル大会北信越大会
１１月３０日、１２月１日（土、日） （富山）

長　野 新　潟 富　山 石　川 福　井
長　野
新　潟
富　山
石　川
福　井

■全国大会 平成２６年１月１２日（日）〜１３日（月）
会場調整中

１１．2013北信越フットサルマッチコミッショナー研修会
日程未定 各県にて開催



【９】クラブユース

１．第１７回北信越クラブユースサッカー選手権（Ｕ-18）大会
兼　第３７回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１８）大会北信越地域予選

５月２５日（土）・２６日（日）、６月１日（土）・２日(日） 長野

■全国大会 ７月２５日（木）～８月３日（土） 群馬（前橋市他）・首都圏

２．Ｊユースカップ２０１３北信越地域大会　（Ｕ-18）
兼　Jユースカップ2013 第２１回Ｊリーグユース選手権大会北信越地域予選

９月２９日(日）、１０月６日(日） 石川・新潟

■ＪＣＹ地域代表決定戦
１０月２７日（日）～１１月１０日（日）　（見込み） 関西他

■全国大会 １１月１７日（日）～１２月２３日（月）　（見込み） 関西他

３．第２５回北信越クラブユースサッカー選手権（Ｕ-15）大会
兼　第２８回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会北信越地域予選

７月１３日(土）・１４日(日）・２０日(土）・２１日(日） 石川

■全国大会 ａｄｉｄａｓ ＣＵＰ  ８月１５日（木）～２４日（土） 北海道（帯広市他）
 ８月１８日（日）～２４日（土） 北海道（帯広市他）

■第１０回中日本インターシティカップ（Ｕ－１５） ※連盟主催事業
８月１５日(木）～１８日（日） 大阪（堺ＮＴＣ） ※代表枠 ４

■第２４回北信越クラブユースサッカーU-14新人フェスティバル ※連盟主催事業
１０月１３日(日）・１４日（月） 長野（白馬クロスカントリー競技場）

 （切久保G　他）
■第３回北信越クラブユースサッカー（Ｕ-15） デベロップ大会 ※連盟主催事業

７月２０日(土）・２１日（日） 長野

アルビレックス

Ｅ
Ｆ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

※代表枠 ａｄｉｄａｓ ４
※代表枠 デベロップ２

※代表枠 ２

１位

長 野 ２位

新 潟

石 川

石 川

２位

優勝

石 川
２位

長 野 １位

１位

優勝

東 海 代 表
北 信 越 代 表 代表
関 西 代 表

※代表枠 １

※代表枠 １

3位
２位

デベロップカップ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

九 州 代 表
中 国 ・ 四 国 代 表

福 井

富 山
福 井
富 山

代表
中 日 本 ２ 位

１位

新 潟

１位

２位

-22-



(1)  審判委員会（第1回～第3回） 8月・12月・平成26年3月（富山）

(2)  強化部会 4月（石川）・8月（新潟）11月（新潟）

(3)  育成部会 6月（新潟）・9月（長野）

(4)  指導者部会 6月（新潟）・8月（新潟）

(5)  女子部会 5月・11月（富山）平成26年3月（石川）

(6)  審判員研修会（第1回～第3回） 6月（新潟）・8月（新潟）

平成26年3月（石川）

(7)  強化審判員研修会（第1回～第5回） 4月（石川）・5月（富山）

8月（福井）・（新潟）・11月（新潟）

(8)  育成審判員研修会 6月（新潟）・9月（長野）

(9)  指導者研修会 8月（新潟）・平成26年8月（石川）

(10) 女子審判員研修会 6月（石川）・9月（富山）10月（石川）

(11) フットサル審判員研修会 8月（福井）・12月（石川）

(12) フットサル指導者研修会 平成26年1月（石川）

(13) フットサル女子審判員研修会 11月（長野）

(14) ビーチサッカー審判員研修会 8月（未定）

(15) 審判トレセン 4月～7月・8月～12月（各地）

(1) サッカー2級審判員認定審査（アッセサー派
遣）

5月～12月（各地）

(2) サッカー2級インストラクター認定審査 6月（新潟）

(4) フットサル2級審判員認定審査 12月（富山）

(1) 北信越フットボールリーグ（強化審判員の派
遣）

4月～9月（各地）

(2) 北信越高校選手権 6月（石川）

(3) 北信越国民体育大会 8月（福井）

(1) 北信越フットボールリーグ 4月～9月（各地）

(2) 北信越プリンスリーグ 4月～11月（各地）

５.アッセサー派遣

 第1次～第3次　　　　　　　　5月～6月（各地）・8月（未定）・10月～11月（各地）

 大峡　諭（長野）、竹長泰彦（福井）が受験

【10】審判委員会
１.会議・研修会

２.2級審判員・インストラクター認定審査

３.1級審判員認定審査

４.審判員派遣



【１１】技術

１.会議
■技術委員会

8月17日(土) 新潟

12月 7日(土) 8日(日) 富山

■U-12担当者会議

11月2日(土) 長野（木島平）

■U-14担当者会議

4月6日(土) 新潟（柏崎刈羽）
11月上旬 新潟

■U-16担当者会議

8月16日(金) 新潟

■女子担当者会議(含トレセンスタッフ研修）

平成26年1月 （期日・会場未定）

２． トレセン事業
■U-12

①2013 U-12北信越トレセン 6月29日(土)、30日(日) 新潟県 柏崎刈羽

②2013 ナショナルトレセンU-12北信越 前期 9月7日(土)、8日(日) 富山県・滑川市

③2013 ナショナルトレセンU-12北信越 10月11日(金)～14日(月) 富山県・滑川市

④2013 U-12北信越エリート 12月14日(土)15日(日) 静岡県・磐田

■U-14

①2013 U-13北信越トレセン対抗戦 7月27日(土) 28日(日) 新潟・新井

②2013 U-14北信越トレセン 10月26日(土) 27日(日) 石川 和倉温泉Ｇ

③2013 U-13北信越トレセン Ｈ26年3月15日(土)16日(日) 新潟・新潟市

④2013ナショナルトレセンU-14中日本 前期 5月17日(木)～21日(日) 石川 和倉温泉Ｇ

後期 11月21日(木)～24日(日) （会場未定）

■U-16

①2013 U-16北信越トレセンリーグ 前期

第2節 4/28(日) 新潟県 新潟vs富山 長野vs石川

第3節 5/19(日) 石川県 石川vs新潟 福井vs長野

第4節 6/9(日) 福井県 福井vs石川 富山vs長野

第5節 6/23(日) 富山県 富山vs石川 新潟vs福井

②2013 U-16北信越トレセンリーグ 後期 Ｈ26年3月15日(土)16日(日) 新潟（アルビレッジ）

5県による１回戦総当り形式

③2013 U-15北信越トレセンリーグ 11月30日(土) 12月1日(日)

5県による１回戦総当り形式 新潟県 

■U-17
①U-17北信越選抜トレーニングキャンプ 7月9日(水)～11日(金) 新潟 アルビレッジ

第１節 4/14(日) 長野県 長野vs新潟 福井vs富山 



■女子

①2013 第１回北信越トレセン女子U-12 6月29日(土)、30日(日) 新潟柏崎刈羽（男子と同会場

②2013 第2回北信越トレセン女子U-12 11月2日（土）、３日（日） 長野県 木島平

③2013 第1回北信越トレセン女子U-15 6月15日(土)、16日(日) 石川県

④2013 第2回北信越トレセン女子U-15 10月19日(土) 20日(日) 新潟県

⑤2013 第3回北信越トレセン女子U-15 11月2日(土) 3日(日) 長野県 木島平（Ｕ-12と合同）

⑥2013 Ｕ-12女子地域トレセン交流会 平成26年3月上旬 大阪

■北信越ＧＫﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄトレーニングキャンプ

①Ｕ-14GKキャンプ 10月26日(土)、27日(日) 石川 和倉（U-14ﾄﾚｾﾝと並行

②U-16ＧＫキャンプ 平成26年3月15日(土) 16日(日)

Ｕ-16北信越トレセンリーグ後期と並行開催

３．指導者養成事業

■9地域トレセンスタッフ研修会

北信越トレセンスタッフ研修会（Ｕ-12、Ｕ-14、Ｕ-16、女子 合同）

平成26年3月1日(土) 2日(日) 石川 和倉温泉Ｇ

■ナショナルトレセンU-12トレーニングシミュレーション 平成25年9月14日(土) 15日(日) 富山県

■Ａ級ジェネラルトライアルリフレッシュ研修会 平成26年3月8日(土)9日(日) 石川 和倉温泉Ｇ



【１２】規律・フェアプレー委員会

１．規律・フェアープレー委員会 平成２５年８月１６日（金）　～　１８日（日） 新潟県

２．第３４回北信越国民体育大会 平成２５年８月１６日（金）　～　１８日（日） 新潟県

３．規律・審判委員会合同研修会 平成２６年３月第2週 予定 石川県

【１３】医科学委員会

１．医事運営

(１) 第３４回北信越国民体育大会サッカー競技（少年の部、成年男子の部） 新潟県

(２) 第４９回全国社会人サッカー選手権大会北信越大会 福井県

(３) 第２０回全国クラブチームサッカー選手権大会北信越大会 長野県

(４) 第3７回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 富山県

(５) 第４９回北信越高等学校サッカー選手権大会　（準決勝･決勝） 新潟県

(６) プリンスリーグＵ－１８北信越２０１３ 各県

(７) 高円宮杯第２５回全日本ユース（Ｕ-15）サッカー選手権北信越大会 富山県

(８) 北信越ユース（U-15）サッカーリーグ２０１３ 各県

(９) 第３５回全日本女子サッカー選手権北信越大会 富山県

(10)日本スポーツマスターズ２０１３北信越大会（４０代以上） 石川県

(11)第１４回北信越シニアサッカー選手権大会（５０代以上） 石川県

(12)北信越シニア（６０歳以上）サッカー選手権大会 石川県

(13)２０１３ ナショナルトレセンU-12北信越 富山県

(14)２０１３ ナショナルトレセンU-14中日本 石川県

２．平成２５年度北信越医科学委員会及び研修会 富山県

３．その他

(１) 平成２５年度全国医学委員長会議 未定


