
１部 ツエーゲン FC湖北 クレセール デランテロ FC北陸 泉クラブ 野町 額 TON 内灘 勝点 得失差 順位

ツエーゲン
◯6−0 ◯9−2 △2−2 ◯7−0 ◯11−0 ○3-0 ◯5−0 ◯5−0 ◯5−0

47 ＋８０ 1
○6-0 △0−0 ●1-3 ○4-0 ○2-1 ○8-0 ○7-0 ○4-0 ○3-0

FC湖北
●0−6 ●0−2 △3-3 ◯3−2 ○2-1 ●0−6 ●0-4 ●0−3 ◯3−1

29 －１１ 6
●0-6 ○2-1 ●2-3 ○5-0 ○2-1 ○3-1 ○4-1 ○1-0 △1-1

クレセール
●2−9 ◯2−0 ◯5−2 ◯4-1 ◯3−0 ○4-0 △0−0 ◯5-1 ◯5−4

38 ＋１８ 4
△0-0 ●1-2 ●1-2 ○1-0 ○1-0 ○3-1 ●1-2 ○3-1 ○2-0

デランテロ
△2−2 △3-3 ●2−5 ◯3−2 ◯10−2 ◯5−4 ●0−1 ●1−3 ◯2−1

38 ＋１８ 3
○3-1 ○3-2 ○2-1 ○1-0 ○5-1 ○5-2 ●3-4 ○2-1 ○2-1

FC北陸
●0−7 ●2−3 ●1-4 ●2−3 ●3−7 ●3-5 ●0-5 ●2−4 ●0−3

5 −３６ 10
●0-4 ●0-5 ●0-1 ●0-1 ●0-1 ○6-1 △1-1 ●2-3 △1-1

泉クラブ
●0−11 ●1-2 ●0−3 ●2−10 ◯7−3 ●3−4 ●1−6 ●1−3 △1-1

10 −３４ 9
●1-2 ●1-2 ●0-1 ●1-5 ○1-0 △1-1 ●0-1 △0-0 △3-3

野町
●0-3 ◯6−0 ●0-4 ●4−5 ◯4-3 ◯4−3 ●0−8 ●0-5 ◯6−1

13 −４０ 7
●0-8 ●1-3 ●1-3 ●2-5 ●1-6 △1-1 ●1-4 ●1-4 ●2-8

額
●0−5 ◯4-0 △0−0 ◯1−0 ○5-0 ◯6−1 ◯8−0 ◯4−2 ◯4-2

39 ＋２１ 2
●0-7 ●1-4 ○2-1 ○4-3 △1-1 ○1-0 ○4-1 △1-1 ○4-1

TON
●0−5 ◯3−0 ●1-5 ◯3−1 ◯4−2 ◯3−1 ◯5-0 ●2−4 ◯1−0

29 ＋１ 5
●0-4 ●0-1 ●1-3 ●1-2 ○3-2 △0-0 ○4-1 △1-1 ○2-1

内灘
●0−5 ●1−3 ●4−5 ●1−2 ◯3−0 △1-1 ●1−6 ●2-4 ●0−1

10 −１８ 8
●0-3 △1-1 ●0-2 ●1-2 △1-1 △3-3 ○8-2 ●1-4 ●1-2



プレミアリーグU-11石川 得点ランキング

選手名 背番号 所属チーム 得点数
1 藤原　心平 23 ツエーゲン金沢U-12 19
2 出雲崎　浪豪 15 クレセールFC 18
2 喜多　空也 10 デランテロＦＣジュニア 18
4 井上　海 17 デランテロＦＣジュニア 13
5 木沢　蒼 47 FC．TON 12
5 江口　輝 9 デランテロＦＣジュニア 12
7 池田　櫂星 22 ツエーゲン金沢U-12 10
7 新古　悠貴 21 額サッカースポーツ少年団 10
9 干場　春尚 11 泉クラブ 9
9 平田　千晃 53 FC．TON 9

11 白川　陽夕 14 内灘FC 8
11 子安　寿和 19 額サッカースポーツ少年団 8
11 坂口　煌季 4 FC湖北 8
11 半本　和也 15 ツエーゲン金沢U-12 8
15 日吉　絋一朗 20 クレセールFC 7
15 横川　漣介 18 FC湖北 7
15 田口　航大朗 11 野町サッカースポーツ少年団 7
15 松田　景音 15 野町サッカースポーツ少年団 7
19 川端　天眞 6 ツエーゲン金沢U-12 6
19 山口　笑空 19 ツエーゲン金沢U-12 6
19 佐々木　経輔 4 デランテロＦＣジュニア 6
19 中之前　遼 10 野町サッカースポーツ少年団 6
19 宮川　晄樹 11 内灘FC 6
19 笠嶋　亮太 39 FC北陸 6
19 八木　誠志郎 17 額サッカースポーツ少年団 6
26 浦　冬真 16 ツエーゲン金沢U-12 5
26 木村　圭吾 9 額サッカースポーツ少年団 5
26 前川　葵真 15 額サッカースポーツ少年団 5
26 北住　奎達 18 額サッカースポーツ少年団 5
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