
高円宮杯 ＪＦＡ U-15サッカーリーグ2022 愛媛県プレミアリーグU-15　昇降格について

…2021年は新型コロナウィルス感染拡大防止のため特別なリーグ戦であったため、昇降格はなしであった。

2021 Div.1

東予 中予 南予 東予E 東予H 中予I 中予M 南予E 東予E 東予H 中予I 中予M

FCゼブラ 東予東中 小野中 八代中 新居浜西中 新居浜東中 三津浜中2nd 久米中 内子中 新居浜北中 角野中 拓南中 余土中

愛媛FC新居浜 日吉中 GSﾌｫﾙﾒ 宇和中 FCﾁｪﾝﾄﾗｰﾚ2nd 東予東中2nd 麻生FC GSﾌｫﾙﾒ2nd 五十崎中 西条北中2nd 土居中 道後中 松山南中2nd

帝人SS FCﾁｪﾝﾄﾗｰﾚ ﾄﾚｰﾌﾙFC 大洲北中 西条北中 新居浜南中 津田中 港南中 長浜中 船木中 大生院中 雄新中 川内中

今治東中 愛媛ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ FCｾﾞﾌﾞﾗ2nd 宇和島南中 西条東中 西条南中 松山西中 南第二中 大洲東中 三島西中 三島南中 久万中 内宮中

三津浜中 中萩中 愛光中 城辺中 近見・北郷中 今治東中2nd 桑原中 垣生中 肱東・大洲南中 明徳中 川之江北中 松前中 北条北中

一本松中 川東中 鴨川中 城北中 愛媛ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ2nd 立花中 愛大附属中 重信中 広見・城南中 三島東中 EFC新居浜2nd 松山SS ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒﾘｰ2nd

ｱｰｸﾚｽSC 今治南中 椿中 野村中 泉川中 西条西中 北条南中 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒﾘｰ 宇和島JYFC 川之江南中 FCﾌﾞﾚｲｽﾞ 愛大附属2nd 岡田中

FC今治2nd 今治西中 松山南中 ｱｰｸﾚｽSC2nd 桜井・大西中 河北・東西・丹東 小野中2nd 双海中 南予カノア LIT新居浜 北伊予中

FC.Livent2nd FCｶﾅﾘｱ 勝山中 御荘中

城東中 帝人SS2nd 保内中

・愛媛FC U-15、FC今治 U-15、FC.Liventの３チームが参加

…部員数の関係でリーグ戦を脱退(緑)、新規合同チーム(赤)、離脱して単独(黄)、新規参入するチーム(青)を記載

…2022Div.1参入戦勝利チーム(オレンジ)、部員数不足で降格(水色)

2021 Div.1

東予 中予 南予 東予E 東予H 中予I 中予M 南予E 東予E 東予H 中予I 中予M

FCゼブラ 東予東中 小野中 八代中 新居浜西中 新居浜東中 三津浜中2nd 久米中 内子中 新居浜北中 角野中 拓南中 余土中

愛媛FC新居浜 日吉中 GSﾌｫﾙﾒ 宇和中 FCﾁｪﾝﾄﾗｰﾚ2nd 東予東中2nd 麻生FC GSﾌｫﾙﾒ2nd 五十崎中 FORMEは南予へ 西条北中2nd 土居中 道後中 松山南中2nd

帝人SS FCﾁｪﾝﾄﾗｰﾚ ﾄﾚｰﾌﾙFC 大洲北中 西条北中 新居浜南中 津田中 港南中 長浜中 船木中 大生院中 雄新中 川内中

今治東中 愛媛ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ FCｾﾞﾌﾞﾗ2nd 宇和島南中 西条東中 西条南中 松山西中 南第二中 大洲東中 三島西中 三島南中 久万中 内宮中

三津浜中 中萩中 愛光中 城辺中 北郷は単独 近見・北郷中 今治東中2nd 桑原中 垣生中 肱東・大洲南中 大洲南は脱退 明徳中 川之江北中 松前中 北条北中

一本松中 川東中 鴨川中 城北中 愛媛ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ2nd 立花中 愛大附属中 重信中 広見・城南中 三島東中 EFC新居浜2nd 松山SS ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒﾘｰ2nd

ｱｰｸﾚｽSC 今治南中 椿中 野村中 泉川中 西条西中 北条南中 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒﾘｰ 宇和島JYFC 川之江南中 FCﾌﾞﾚｲｽﾞ 愛大附属2nd 岡田中

FC今治2nd 今治西中 松山南中 ｱｰｸﾚｽSC2nd 桜井・大西中 河北・東西・丹東 小野中2nd 双海中 南予カノア LIT新居浜 松山SS2nd 北伊予中

FC.Livent2nd FCｶﾅﾘｱ 勝山中 御荘中 宇和島JYFC2nd アカデミアFC

城東中 帝人SS2nd 保内中 GSﾌｫﾙﾒ2nd

・愛媛FC U-15、FC今治 U-15、FC.Liventの３チームが参加

　①【2021EPリーグ所属チーム一覧表】

　②【2022EPリーグ前期シーズン】離脱・新規合同・新規参入

2021 Div.2

2021　四国U-15クローバーリーグ

2021 Div.3

2021 Div.3

2021 Div.2

2021 Div.4

2021 Div.4

2021　四国U-15クローバーリーグ



…各地区において、各Divのチーム数に差異が生じた。下位Divのチームに上位リーグへの移動の有無を確認し、

　その後、愛媛県３種委員長・各地区３種委員長の厳正なる抽選の結果、2022年の所属Divを決定した。

2022 Div.1

東予 中予 南予 東予E 東予H 中予I 中予M 南予E 東予E 東予H 中予I 中予M

１位 FCゼブラ １位 東予東中 小野中 宇和中 １位 FCﾁｪﾝﾄﾗｰﾚ2nd 新居浜東中 愛大附属中 重信中 五十崎中 １位 三島南中 土居中 垣生中 余土中

２位 愛媛FC新居浜 ２位 FCﾁｪﾝﾄﾗｰﾚ ﾄﾚｰﾌﾙFC 大洲北中 ２位 東予東中2nd 愛媛ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ2nd 麻生FC 小野中2nd 広見・城南中 ２位 川之江南中 大生院中 松前中 雄新中

３位 帝人SS ３位 愛媛ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ FCｾﾞﾌﾞﾗ2nd 宇和島南中 ３位 西条東中 新居浜西中 久米中 港南中 長浜・大洲東 ３位 新居浜北・船木 西条北中2nd 北条北中 北伊予中

４位 今治東中 ４位 川東中 鴨川中 野村中 ４位 西条南中 泉川中 北条南中 南第二中 城北中 ４位 西条西・小松 川之江北中 拓南中 道後中

５位 三津浜中 ５位 今治南中 椿中 ｱｰｸﾚｽSC2nd ５位 立花中 河北・東西・丹東 三津浜中2nd 松山西中 肱東中 ５位 角野・中萩 三島西・三島東 内宮中 川内中

６位 ｱｰｸﾚｽSC ６位 今治西中 松山南中 御荘中 ６位 FCﾌﾞﾚｲｽﾞ 日吉・近見 双海中 津田中 南予カノア ６位 大西・明徳 北郷中 岡田中 久万中

７位 FC.Livent2nd ７位 FCｶﾅﾘｱ 勝山中 保内中 ７位 LIT新居浜 EFC新居浜2nd ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒﾘｰ2nd 松山SS 宇和島JYFC2nd ７位 松山SS2nd ｱｶﾃﾞﾐｱFC

８位 城東中 ８位 西条北中 帝人SS2nd 宇和島JYFC GSﾌｫﾙﾒ2nd

９位 GSﾌｫﾙﾒ ９位 新居浜南中 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒﾘｰ 内子中

１０位 八代中 １０位 今治東中2nd 桑原中 城辺・一本松

・愛媛FC U-15、FC今治 U-15、FC.Liventの３チームが参加

2022 Div.2

2022　四国U-15クローバーリーグ

2022 Div.4前期

　③【2022EPリーグ前期シーズン】編成後のDiv編成

2022 Div.3前期



2022 Div.1

東予 中予 南予 東予E 東予H 中予I 中予M 南予E 東予E 東予H 中予I 中予M

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位 ４位

５位 ５位 ５位 ５位

６位 ６位 ６位 ６位

７位 ７位 ７位 ７位

８位 ８位 ８位

９位 ９位

１０位 １０位

※東予・中予のDiv.3及びDiv.4の振り分けについては、３種委員長と各地区委員長による抽選を行って決定する

2022 Div.1

東予 中予 南予 東予E 東予H 中予I 中予M 南予E 東予E 東予H 中予I 中予M

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位 ４位

５位 ５位 ５位 ５位

６位 ６位 ６位 ６位

７位 ７位 ７位 ７位

８位 ８位 ８位

９位 ９位

１０位 １０位

2022 Div.3前期

2022 Div.2 2022 Div.3前期

2022 Div.4前期

2022 Div.4前期

2022 Div.2

　④【2022EPリーグ前期シーズン】前期結果

　⑤【2022EPリーグ前期シーズン】昇降格後、後期振り分け



2022 Div.1

東予 中予 南予 東予E 東予H 中予I 中予M 南予E 東予E 東予H 中予I 中予M

１位 １位 １位 １位

２位 ２位 ２位 ２位

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位 ４位

５位 ５位 ５位 ５位

６位 ６位 ６位 ６位

７位 ７位 ７位 ７位

８位 ８位 ８位

９位 ９位

１０位 １０位

2022 Div.1

東予 中予 南予 東予E 東予H 中予I 中予M 南予E 東予E 東予H 中予I 中予M

１位
クローバー

参入戦
１位 自動昇格 自動昇格 自動昇格 １位 自動昇格 自動昇格 自動昇格 自動昇格 自動昇格 １位 自動昇格 自動昇格 自動昇格 自動昇格

２位 ２位 入替戦 入替戦 入替戦 ２位 自動昇格 自動昇格 自動昇格 自動昇格 自動昇格 ２位 自動昇格 自動昇格 自動昇格 自動昇格

３位 ３位 ３位 ３位

４位 ４位 ４位 ４位

５位 入替戦 ５位 ５位 ５位

６位 入替戦 ６位 ６位 自動降格 自動降格 自動降格 自動降格 ６位

７位 入替戦 ７位 自動降格 自動降格 ７位 自動降格 自動降格 自動降格 自動降格 ７位

８位 自動降格 ８位 自動降格 自動降格 ８位

９位 自動降格 ９位 自動降格 自動降格 自動降格

１０位 自動降格 １０位 自動降格 自動降格 自動降格

※１　クローバーリーグとの入替戦をDiv.1の１位チームが辞退した場合は２位のチームが出場する。

※２　クローバーリーグの愛媛勢の順位により、入替戦の方法は決定する。

2022 Div.3前期 2022 Div.4前期

2022 Div.3前期 2022 Div.4前期

　⑦【2022EPリーグ各Div最終節終了時の順位において】

　⑥【2022EPリーグ後期シーズン】最終結果

2022 Div.2

2022 Div.2


