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1 　8/ 4/28(日) 西砂小 西東京リーグ △　０－０ はむら少年SC

2 親善試合 ●　０－１ 東大和少年団

3 　8/ 5/11(土) 雨間G 西東京リーグ 〇　２－０ 秋川すもも木SC

4 親善試合 ●　０－３ 秋川少年SC

5 　8/ 5/12(日) 西砂小 親善試合 〇　５－１ ７FC福生

6 〇　１－０ 東大和少年団

7 　8/ 5/18(土) 瑞穂三小 西東京リーグ 〇　２－０ 瑞穂三小SC

8 親善試合 〇　３－０ 瑞穂三小SC

9 　8/ 5/19(日) 友田小 西東京リーグ 〇　４－０ 青梅永山FC

10 　8/ 5/26(日) 西砂小 立川市民大会 〇　５－０ 羽衣SC

11 〇１２－０ 立川二小ＳＣ

12 ●　１－２ 立川四小ＦＣ 予選２位通過

〇　３－３

　　PK4-2

●　１－１

　　PK3-4

15 　8/ 6/16(日) 瑞穂三小 西東京リーグ 〇　４－２ FC・ONZE

16 　8/ 6/23(日) 西砂SP広場 親善試合 〇　２－０ FC･ONZE

17 〇　５－１ 武蔵村山一FC

18 西東京リーグ 〇　２－１ 羽村富士見SC

19 　8/ 6/30(日) 西砂小 親善試合 ●　０－２ 羽村富士見SC

20 西東京リーグ 〇　３－２ 吉野FC

21 　8/ 7/13(土) 青梅六小 西東京リーグ 〇　２－０ WEST・FC

22 　8/ 9/ 8(日) 西砂SP広場 親善試合 〇　２－１ 東大和少年団

23 ●　１－１１ バディSC

24 　8/ 9/23(祝) 西砂小 親善試合 ●　１－５ 松林少年SC

25 ●　０－１ 町田JFC

26 ●　１－６ JCPA東京

27 　8/ 9/28(土) 昭和記念公園 親善試合 〇　５－０ 国分寺第五SC

28 〇　４－０ FC前原

29 　8/10/13(日) 西砂小 西東京リーグ 〇　２－０ 日の出仲良し

30 〇　３－１ 青梅二小SC

31 　8/10/26(土) 西砂小 親善試合 △　０－０ 光華SCS

32 　8/10/27(日) 西砂小 立川市選手権 〇　７－０ 立川二小SC

33 〇　８－０ 高松FC

34 〇　５－１ 西東京朝鮮 予選１位通過

35 　8/11/16(土) 立川五小 立川市選手権 〇　３－２ さいわいFC

36 　8/11/17(日) 立川市営陸上競技場 立川市選手権 〇　２－０ 立川四小FC 優　勝

37 　8/12/ 1(日) 西砂小 親善試合 〇　３－０ 大和サンデーズ ８人制

38 〇　５－０ 大和サンデーズ

39 　8/12/ 8(日) 国分寺五小 アディダス杯15ブロック予選 △　２－２ 東大和四小FC

40 〇　１－０ 国分寺第五SC

41 ●　１－２ 狭山ヶ丘FC 予選３位

42 　8/12/15(日) 西砂小 西東京リーグ △　０－０ 霞FC

43 親善試合 △　１－１ 霞FC

44 　9/ 1/15(祝) 西砂小 西東京リーグ ●　０－１ 若草FC

45 親善試合 ●　０－２ 若草FC

46 　9/ 1/25(土) 立川六小 市クラブ交流 △　０－０ 羽衣SC

47 〇　３－０ さいわいFC･B

48 　9/ 2/ 2(土) 新町小 西東京リーグ △　２－２ 青梅新町FC

49 　9/ 2/ 8(日) 多摩川G 市クラブ交流 〇　６－０ 西東京朝鮮

50 ●　０－１ むさしのSC

51 ●　０－２ 立川四小FC ４　位

52 　9/ 2/11(祝) 本宿小 親善試合 〇　１－０ 羽衣SC

53 〇　２－０ バリオーレ日の出

54 △　２－２ 入間SC

55 　9/ 2/23(日) 青梅五小 青梅招待 〇　１－０ FC明成

56 〇　２－１ 高尾SC

57 　9/ 3/ 2(日) 今井小 青梅招待 ●　０－３ 仏子ブラックス

準優勝

13 　8/ 6/ 8(土) 多摩川Ｇ 立川市民大会 さいわいFC

14 同、決　勝 立川四小FC


