
順位 Ａ組 Ｍ．ＳＥＲＩＯ ﾃﾞﾙﾌｨﾈｽ赤穂 ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ ＣＯＳＰＡ ＣＡＬＤＩＯ 立花 勝点 得点 失点 差
Ｍ．ＳＥＲＩＯ ○　３－０ ●　０－３ ●　０－４ ○　１－０
デルフィネス赤穂 ●　０－３ ●　０－５ ●　０－４ ●　２－７ ●　１－４
レアルコリーダ ○　４－０ ○　５－０ △　２－２ ○　６－１ ○　７－１ １６ ２３ ５ ２３
ＣＯＳＰＡ ○　４－０ ○　４－０ △　２－２ ○　２－１ ○　５－２ １６ ２０ ６ １４
ＣＡＬＤＩＯ ●　０－１ ○　７－２ ●　１－６ ●　１－２ △　２－２ ４ １１ １４ －３
立花 ○　４－１ ●　１－７ ●　２－５ △　２－２
但馬南 ●　２－４ ●　１－５ ●　１－３ ○　１－０ ○　３－１

順位 Ｂ組 ｳﾞｨｯｾﾙ伊丹 芦屋 神野ＳＣ 神戸ＳＳ サルパＦＣ VIVO 勝点 得点 失点 差
ヴィッセル伊丹 ○　６－０ ○　５－１ ○　３－０ ●　３－８ ○　２－１ １５ ２６ １１ ４
芦屋 ●　０－６ ●　１－２ ○　１－０ ●　０－７ ●　０－１１ ６ ４ ２６ －２２
神野ＳＣ ●　１－５ ○　２－１ △　０－０ ●　０－２ ●　１－２ ７ ５ １０ －５
神戸ＳＳ ●　０－３ ●　０－１ △　０－０ ●　０－７ ●　１－４
サルパＦＣ ○　８－３ ○　７－０ ○　２－０ ○　７－０ ○　４－１ １８ ４３ ５ ３８
ＶＩＶＯ ●　１－２ ○　１１－０ ○　２－１ ○　４－１ ●　１－４
ＦＣ川西 ●　１－７ ●　０－２ ●　０－１ ●　１－１５

順位 Ｃ組 神戸ＦＣ 五色ＦＣ 三宮ＦＣ SCｸﾘｳﾞｫｰﾈ 芦屋学園 アグア 勝点 得点 失点 差
２ 神戸ＦＣ ●　１－２ ○　７－０ ○　１０－０ ○　１４－０ ○　８－２ １５ ４７ ４ ４３
１ 五色ＦＣ ○　２－１ ○　３－２ ○　１－０ ○　７－０ △　１－１ １６ １８ ５ １３
３ 三宮ＦＣ ●　０－７ ●　２－３ ○　５－１ ○　９－０ ○　４－３ １２ ２２ １４ ８
６ SCクリヴォーネ ●　０－１０ ●　０－１ ●　１－５ ○　２－１ ○　３－２ ６ ６ ２４ －１８
７ 芦屋学園 ●　０－１４ ●　０－７ ●　０－９ ●　１－２ ●　０－７ ０ ２ ４２ －４０
４ アグア ●　２－８ △　１－１ ●　３－４ ●　２－３ ○　７－０ ７ ２４ １７ 7
５ ＡＴＳ ●　０－７ ●　１－４ ●　０－２ ○　５－０ ○　３－１ ●　１－９ ６ 10 23 -13

順位 Ｄ組 伊丹ＦＣ みなと エベイユＦＣ ソルブリ アリバ イルソーレ小野 勝点 得点 失点 差
４ 伊丹ＦＣ ●　１－３ ●　０－６ ○　５－０ ●　１－２ ○　３－２ ６ １０ １３ －３
５ みなと ○　３－１ ●　０－６ ●　０－１ ●　０－２ ●　０－３ ３ ３ １３ －１０
１ エベイユＦＣ神戸 ○　６－０ ○　６－０ ○　１１－０ ○　５－１ ○　２－０ １５ ３０ １ ２９
６ ソルブリ ●　０－５ ○　１－０ ●　０－１１ ●　０－３ ●　０－１１ ３ １ ３０ －２９
２ アリバ ○　２－１ ○　２－０ ●　１－５ ○　３－０ △　１－１ １０ ９ ７ ２
３ イルソーレ小野 ●　２－３ ○　３－０ ●　０－２ ○　１１－０ △　１－１ ７ １７ ６ １１

順位 Ｅ組 フレスカ神戸 ｴｽﾄﾚﾗ姫路 Meister SUMA Ｒｉｇｅｌ ファミリア ファイザォン 勝点 得点 失点 差
１ フレスカ神戸 ○　３－０ △　１－１ ○　９－０ ○　１３－０ ○　５－０ １３ ３１ １ ３０
２ エストレラ姫路ＦＣ ●　０－３ ○　２－１ ○　４－０ ○　６－０ ○　２－１ １２ １４ ５ ９
３ Meister SUMA △　１－１ ●　１－２ ○　３－０ ○　２－０ ○　７－０ １０ １４ ３ １１
６ Ｒｉｇｅｌ ●　０－９ ●　０－４ ●　０－３ ●　３－６ △　１－１ １ ４ ２３ －１９
４ ファミリア ●　０－１３ ●　０－６ ●　０－２ ○　６－３ ○　５－２ ６ １１ ２６ －１５
５ ファイザォンＦＣ ●　０－５ ●　１－２ ●　０－７ △　１－１ ●　２－５ １ ４ ２０ －１６

順位 Ｆ組 宝塚ＪｒＦＣ 新宮ＦＣ 西宮ＳＳ 淡路ＦＣＪｒＹ 尼崎ﾐｭｰﾄｽ ﾊﾞﾝﾃﾞｨｵﾝｾ神戸 勝点 得点 失点 差
３ 宝塚ＪｒＦＣ ○　４－１ ●　１－２ ○　３－０ ○　２－０ ○　４－０ １２ １４ ３ １１
２ フォルテ新宮ＦＣ ●　１－４ ○　１－０ ○　８－０ ○　５－０ ○　１－０ １２ １６ ４ １２
１ 西宮ＳＳJrユース ○　２－１ ●　０－１ ○　１１－１ ○　３－１ ○　６－０ １２ ２２ ４ １８
６ 淡路ＦＣＪｒＹ ●　０－３ ●　０－８ ●　１－１１ ●　１－７ ●　３－４ ０ ５ ３３ －１８
５ 尼崎東ミュートス ●　０－２ ●　０－５ ●　１－３ ○　７－１ ●　０－２ ３ ８ １３ －５
４ ﾊﾞﾝﾃﾞｲｵﾝｾ神戸 ●　０－４ ●　０－１ ●　０－６ ○　４－３ ○　２－０ ６ ６ １４ －８

順位 Ｇ組 但馬ＳＣ 龍野ＦＣ ｾﾝｱｰﾉ神戸 パスィーノ ﾙ･ｾﾞﾙSC97 インテル 勝点 得点 失点 差
５ 但馬ＳＣリベルテ ●　１－２ ●　０－５ ●　０－５ ○　５－１ ●　０－３ ３ ６ １６ －１０
４ 龍野ＦＣ ○　２－１ ●　０－１３ ●　０－５ ○　３－１ ●　０－２ ６ ５ ２２ －１７
１ センアーノ神戸 ○　５－０ ○　１３－０ ○　４－０ ○　１２－１ ○　４－２ １５ ３８ ３ ３５
２ パスィーノ ○　５－０ ○　５－０ ●　０－４ ○　１０－０ ○　３－２ １２ ２３ ６ １７
６ ル・ゼルSC97 ●　１－５ ●　１－３ ●　１－１２ ●　０－１０ ●　０－１ ０ ３ ３１ －２８
３ インテル ○　３－０ ○　２－０ ●　２－４ ●　２－３ ○　１－０ ９ １０ ７ ３

順位 Ｈ組 ヴィッセル神戸 サンターリオ 三田ＦＣ 猪名川ＦＣ 兵庫ＦＣ 明倫クラブ 勝点 得点 失点 差
ヴィッセル神戸 ○　４－０ ○　３－０ ○　１５－０ ○　６－１ ○　１４－０ １５ ４２ １ ４１
サンターリオ ●　０－４ △　２－２ ●　０－１ ○　８－０
ＦＣアザレア三田 ●　０－３ △　２－２ ○　２－０ △　０－０ ○　９－０ ８ １３ ５ ８
猪名川ＪｒユースＦＣ ●　０－１５ ●　０－２ ●　０－３ ○　５－３
兵庫ＦＣ ●　１－６ ○　１－０ △　０－０ ○　３－０ ○　１８－０ １０ ２３ ６ １７
明倫クラブ ●　０－１４ ●　０－８ ●　０－９ ●　３－５ ●　０－１８ ０ ３ ５４ －５１

平成30度兵庫県クラブユースサッカー(U-14)新人戦

【一次リーグ】
但馬南

○　１－０

●　１－３

○　４－２

○　４－１

○　５－１
○　３－１
●　０－１

○　７－１
○　２－０

ＦＣ川西

○　２－０

○　１５－１

ＡＴＳ

●　０－５
●　１－３
○　９－１

○　７－０


