
No． ＤＡＴＥ ＰＬＡＣＥ ＴＩＴＬＥ ＳＣＯＲＥ ＯＰＰＯＮＥＮＴ ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ

1 　9/ 4/20（日） 雨間Ｇ 西東京リーグ 〇　２－０ 東秋留ＦＣ

2 △　０－０ 秋川少年ＳＣ

3 　9/ 4/26(土） 瑞穂三小 西東京リーグ 〇　３－２ 瑞穂三小ＳＣ

4 ●　０－２ 日の出仲良し

5 　9/ 4/27（日） 西砂ＳＰ広場 西東京リーグ 〇　３－０ 羽村富士見ＳＣ

6 親善試合 ●　０－２ ＴＴＫ･ＳＣ

7 　9/ 4/29（祝） 府中少年サッカー場 親善試合 ●　０－１ 府中４ＢＫ

8 〇　２－０ 武蔵境ＦＣ

9 △　０－０ 府中４ＢＫ

10 　9/ 5/ 4（休） 東大和九小 全日本15ブロック予選 △　２－２ 拝島二小ＦＣ

11 ●　１－３ 国分寺三小WE

12 ●　０－１ 大和北FC

13 　9/ 5/18（日） 立川十小 立川市民大会 〇　２－０ 立川一SC

14 ●　０－５ 西東京朝鮮 予選２位通過

15 　9/ 6/ 8（日） くじらG 多摩Wジュニア ●　０－２ 福生二小

16 △　１－１ 立川四小FC

17 　9/ 6/14（土） 多摩川G 立川市民大会 〇　５－０ 羽衣SC 不戦勝

●　０－０

　　PK2-4

19 　9/ 6/15（日） 立川八小 立川市民大会 ●　０－１ 立川四小FC ４　位

20 　9/ 7/20（日） 今井小 西東京リーグ 〇　２－０ 大和サンデーズ

21 　9/ 8/ 2（土） 秋葉小 松が谷招待 〇　２－０ 本町田

22 〇　７－０ 松が谷ＳＣ・B

●　１－１

　　PK4-5

24 〇　３－２ 松が谷ＳＣ・A ３位入賞

25 　9/ 8/22（金） 御殿場高原サッカー場 御殿場サマーフェスタ 〇　７－０ FC左近･B

26 〇　３－０ 西尾市タートルズ

27 　9/ 8/23（土） 御殿場高原サッカー場 御殿場サマーフェスタ 〇　３－１ ひかりキッカーズ

28 〇　２－１ 磐田スペランツァ

29 　9/ 8/24（日） 御殿場高原サッカー場 御殿場サマーフェスタ決勝 ●　０－１ 逢妻ＳＣ ２年連続準優勝

〇　０－０

　　PK6-5

31 　9/ 9/15（祝） くじらG さわやか杯15ブロック予選 〇　２－０ むさしのSC 雨中での好ゲーム

32 　9/ 9/20（土） 立川八小 さわやか杯15ブロック予選 ●　０－１ 西東京朝鮮
御殿場の決勝同様速攻一本にや

られる。

33 　9/ 9/28（日） 西砂小 西東京リーグ ●　０－１ 若草FC

34 △　０－０ FC・ＯＮＺＥ

35 　9/10/19(日) 幸小 立川市選手権 ●　０－１ 立川四小FC

36 ●　０－１ 羽衣ＳＣ 予選３位

37 　9/10/25(土) 西砂SP広場 西東京リーグ 〇　６－４ 霞FC

38 親善試合 〇　２－０ 国立SSS

39 　9/10/26(日) 西砂SP広場 西東京リーグ 〇　３－１ 青梅二小ＳＣ

40 ●　０－２ 瑞穂少年ＳＣ

41 　9/11/ 2(日) 西砂小 西東京リーグ △　１－１ はむら少年ＳＣ

42 親善試合 ●　１－２ はむら少年ＳＣ

〇　１－１

　　PK4-1

44 ●　１－６ 東大和少年団

45 　9/11/ 8(土) 青梅一小 西東京リーグ ●　０－３ 青梅永山FC

46 親善試合 ●　１－２ 青梅永山FC

47 　9/11/22(土) 国立市総合G 国立カップ 〇　３－１ 立川一SC

48 〇　１－０ 日野八小

●　１－１

　　PK1-3

〇　１－１

　　PK5-4

51 　9/12/13(土) 新町小 西東京リーグ ●　２－３ 青梅新町FC

52 　9/12/14(日) 西砂小 親善試合 〇　１－０ 東大和２FC

53 △　２－２ 国分寺九小ＦＣ

54 〇　２－１ 国分寺九小ＦＣ

55 　9/12/21(日) 雨間Ｇ 西東京リーグ ●　３－４ 吉野ＦＣ

56 △　２－２ 福生牛浜ＦＣ

57 　9/12/23(祝) 狭山アゼリアG 西武ウイングス招待 ●　０－２ 山口サントス

58 〇　２－１ 上尾朝日

準決勝敗戦で３決へ

18 砂川FC 準決勝敗戦で３決へ

23 　9/ 8/ 3（日） 秋葉小 松が谷招待 トヨニＳＣ

フットサル

30 　9/ 9/14（日） けやきＧ さわやか杯15ブロック予選 JFCユントス

43 　9/11/ 3(日) 東大和市民体育館 バーモント杯15ブロック予選 国分寺第五ＳＣ

３　位

49 　9/11/23(日) 国立市総合G 国立カップ 大和田SC

50 鷹の台FC



●　１－１

　　PK1-4

60 10/ 2/ 1（日） 立川十小 市クラブ交流 〇　５－０ 西東京朝鮮B

61 〇　５－０ 立川一ＳＣ 予選１位通過

62 10/ 2/14（土） 砂川中央G 市クラブ交流 〇　２－１ 立川九小ＳＣ

●　１－１

　　PK4-5

64 10/ 2/22（日） 西砂小 西砂招待 △　１－１ FC明成 Ａチーム

65 △　１－１ 杉野百草SS 予選２位敗退

66 ●　０－５ 武蔵丘FC Bチーム

67 ●　１－６ 清瀬あすなろ 予選３位敗退

68 10/ 3/14（土） 青梅六小 西東京リーグ 〇　８－０ ＷＥＳＴ・FC

69 親善試合 〇　３－０ 大和サンデーズ

70 10/ 3/15（日） 国立市総合G 国立カップ卒業記念大会 〇　１－０ 国立SSS

71 〇　２－０ 立川一ＳＣ

72 〇　１－０ リトルウイング

73 〇　１－０ 国分寺七小FC

74 〇　１－０ 国立SSS 優　勝

75 10/ 3/28（土） くじらG 大空招待 △　０－０ 大和田ＳＣ

76 〇　１－０ 山口サントス

77 〇　１－０ 東大和四小FC 予選２位

●　１－１

　　PK2-4

59 大宮三橋

63 西東京朝鮮A

78 10/ 3/29（日） くじらＧ 大空招待 若草FC


