
Ｎｏ．  ＤＡＴＥ  ＰＬＡＣＥ  ＴＩＴＬＥ  ＳＣＯＲＥ  ＯＰＰＯＮＥＮＴ  ＤＥＳＣＲＩＰＴＩＯＮ 

 　１ 27/ 4/18(土）  西砂小 親善試合  　○　２－１  若草ＦＣ  ８人制、１０分ハーフ

 　２ 　●　０－３  立川九小ＳＣ 

 　３ 　▵　０－０  小平九小ＦＣ 

 　４ 27/ 4/25(土）  都幾川リバーサイドパーク  ペレーニアチャリティカップ  　●　２－４  ＫＩＤＳ　ＰＯＷＥＲ．ＳＣ　Ｂ 

 　５ 　●　０－２  川鶴ＦＣ 

 　６ 　●　１－３ 東松山ペレーニアＦＣ  予選リーグ４位 

 　７ 27/ 4/26(日）  都幾川リバーサイドパーク  ペレーニアチャリティカップ  　○　３－０ Ｋｅｉａｉラッフィナート 

 　８ 　○　２－０  扇ＦＣ  ４位リーグ１位 

 　９ 同、順位決定戦  　○　２－０  北坂戸ＳＣ  ４位リーグ優勝 

 １０ 27/ 5/23(土） 立川グリーンひろば  親善試合  　●　１－３  立川九小ＳＣ  １０分ハーフ 

 １１ 　▵　０－０ ＦＣゴロアーズ １０分ハーフ 

 １２ 　○　２－１ 立川九小ＳＣ  １５分１本 

 １３ 　●　０－２ ＦＣゴロアーズ  １５分１本 

 １４ 27/ 5/31(日）  西砂小  親善試合  　○　３－１  武蔵村山ＦＣｊｒ．  １０分ハーフ 

 １５ 　▵　１－１  国立スリーエス 

 １６ 　▵　０－０  武蔵村山ＦＣｊｒ．

 １７ 　●　１－２ 国立スリーエス 

 １８ 27/ 6/ 6(土）  西砂小  親善試合  　●　０－２ ＦＣリアル・紅  １０分ハーフ 

 １９ 　○　１－０ ＦＣリアル・白  １０分ハーフ 

 ２０ 　●　０－１  東大和２ＦＣ  １０分ハーフ 

 ２１ 　●　０－２  ＦＣリアル・紅  １５分１本 

 ２２ 27/ 6/14(日） 自治大Ｇ  立川市民体育大会  　●　０－３ 立川九小ＳＣ 

 ２３ 　○　４－０ むさしのＳＣ グループリーグ２位 

 ２４ 同、決勝Ｔ  　●　０－３ ＷａｋａｂａＦＣ ベスト８ 

 ２５ 27/ 6/20(土） 花小金井小  親善試合  　○　４－０  花小金井シューターズＦＣ  ７人制、１０分１本 

 ２６ 　▵　０－０ ＦＣゴロアーズ

 ２７ 　○　１－０ 花小金井シューターズＦＣ 

 ２８ 　▵　０－０ ＦＣゴロアーズ 

 ２９ 　▵　０－０ 花小金井シューターズＦＣ 

 ３０ 　▵　０－０ ＦＣゴロアーズ 

31 　○　２－０ 花小金井シューターズＦＣ 

 ３２ 　○　１－０ ＦＣゴロアーズ 

 ３３ 27/ 6/27(土） 立川グリーンひろば  親善試合  　●　０－４ 小金井３ＫＳＣ  ８人制、１０分ハーフ 

 ３４ 　○　５－０ 小平八小アベリアＦＣ ８人制、１０分ハーフ  

 ３５ 　○　２－０ 小金井３ＫＳＣ  ８人制、１５分１本  

 ３６ 　○　１－０ 小平八小アベリアＦＣ  ８人制、１５分１本 

 ３７ 27/ 7/11(土）  松が谷小  松が谷ＦＣ招待  　▵　０－０  大和田ＳＣ  ８人制、１０分ハーフ 

 ３８ 　▵　１－１ 松が谷ＦＣ  予選リーグ２位 

 ３９ 同、３位決定戦  　○　２－０ 西八王子少年ＳＣ  第３位

 ４０ 27/ 7/25(土） 宇津木台小  親善試合  　●　０－２  高尾ＳＣ  ８人制、１０分１本 

 ４１ 　▵　０－０  宇津木ＳＣ 

 ４２ 　▵　０－０  高尾ＳＣ  

 ４３ 　▵　１－１  宇津木ＳＣ 

 ４４ 　○　１－０ 高尾ＳＣ  

 ４５ 　▵　０－０ 宇津木ＳＣ 

 ４６ 　▵　０－０ 高尾ＳＣ  

 ４７ 　▵　１－１ 宇津木ＳＣ 

 ４８ 27/ 7/26(日）  西砂小  親善試合  　○　１－０  入二ＦＣ  ８人制、７分ハーフ 

 ４９ 　▵　０－０ 小平九小ＦＣ  ８人制、７分ハーフ 

 ５０ 　●　０－２ ＹＮキッカーズ  ８人制、７分ハーフ 

 ５１ 　○　１－０  入二ＦＣ  ８人制、７分１本 

 ５２ 　▵　０－０ 小平九小ＦＣ  ７人制、７分１本 

 ５３ 　▵　０－０  ＹＮキッカーズ  ８人制、７分１本  

 ５４ 27/ 8/ 8(土）  日野市豊田１号公演広場 
Ｇｒａｎｔストロングボーイズ

絆カップ
　〇　１－０ ＧｒａｎｔＦＣシルバー 

 ５５ 　▵　１－１  千代田ＦＣ  予選リーグ１位 

 ５６ 同、１位トーナメント  　●　０－９  中野島ＦＣ 

 ５７ 　●　１－２  ＡＣラゾーレ  ベスト８ 

 ５８ 27/ 9/19(土）  西砂小  親善試合  　●　１－２  杉並シーダーズ  ８人制、１０分ハーフ 

 ５９ 　●　０－１ 花小金井シューターズＦＣ

 ６０ 　●　０－１ 杉並シーダーズ 

 ６１ 　○　１－０  花小金井シューターズＦＣ 

 ６２ 27/ 9/21(祝）  西砂小  親善試合  　○　１－０  ＦＣ　Ｐ’ｍａｎ８３  １０分ハーフ 

 ６３ 　●　０－２ 瑞穂三小ＳＣ  １０分ハーフ 

 ６４ 　○　３－１  国立スリーエス １０分ハーフ 

 ６５ 　○　１－０ ＦＣ　Ｐ’ｍａｎ８３ １０分１本

 ６６ 　▵　０－０ 瑞穂三小ＳＣ  １０分１本

 ６７ 27/10/18(日）  西砂小  親善試合 　○　２－１ 宇津木ＳＣ  １０分ハーフ 

 ６８ 　○　４－０ ＥＦＣロケッツ  １０分ハーフ  

 ６９ 　○　２－１ ＦＣ多摩川ｊｒ． １０分ハーフ  



 ７０ 　●　１－２ 宇津木ＳＣ  １０分１本  

 ７１ 　○　３－０ ＥＦＣロケッツ  １０分１本  

 ７２ 27/10/24(土）  志木市秋ヶ瀬運動公園  ＦＣ大泉学園招待  　○　３－１  和田ブルドッグＳＣ  ８人制、１２分ハーフ 

 ７３ 　○　６－４  ＥＣ　ＦＵＪＩＭＩＮＯ  ６人制 

 ７４ 　●　０－３  ＦＣ大泉学園レッド  予選リーグ２位、８人制 

 ７５ 同、決勝Ｔ  　●　０－７  あざみ野ＦＣ  ８人制 

 ７６ 同、コンソレーションＴ  　○　２－０  ＦＣ大泉学園グレー 

　●　１－１

　　PK0-1 

 ７８ 27/10/25(日）  小山田南小  ４０周年忠生招待  　○　１－０  鶴川ブルファイト  ８人制、１５分ハーフ 

 ７９ 　○　３－０  羽衣ＳＣ 

 ８０ 　●　０－２  町田小川ＦＣ  予選リーグ２位 

　○　１－１

　　PK1-0 

 ８２ 27/10/31(土）  瑞穂三小  親善試合  　●　０－２  瑞穂三小ＳＣ  ８人制、１０分ハーフ 

 ８３ 　○　３－０  ＦＣ　ＧＯＮＡ  １０分ハーフ  

 ８４ 　●　１－２  瑞穂三小ＳＣ   １０分ハーフ  

 ８５ 　●　０－２  ＦＣ　ＧＯＮＡ  １０分ハーフ  

 ８６ 　●　０－３  瑞穂三小ＳＣ  １０分１本  

 ８７ 　○　２－１  ＦＣ　ＧＯＮＡ  １０分１本   

 ８８ 27/11/ 7(土） 西砂小  親善試合  　▵　１－１  松林少年ＳＣ  ８人制、１０分ハーフ 

 ８９ 　●　０－１  松林少年ＳＣ  

 ９０ 　●　１－２  松林少年ＳＣ  

 ９１ 　○　１－０  松林少年ＳＣ  

 ９２ 若草小  親善試合  　●　１－４  小柳まむし坂ＳＣ  ８人制、１２分１本

 ９３ 　▵　０－０  若草ＦＣ 

 ９４ 　▵　０－０  小柳まむし坂ＳＣ 

 ９５ 　○　２－０  若草ＦＣ 

 ９６ 　●　０－２  小柳まむし坂ＳＣ 

 ９７ 　○　２－０  若草ＦＣ 

 ９８ 　●　０－６  小柳まむし坂ＳＣ 

 ９９ 　●　０－２  若草ＦＣ  

 100 27/11/15(日）  瑞穂三小  瑞穂三小ＳＣ招待  　●　０－１  ＦＣリアルＡ  １０分ハーフ 

 101 　▵　１－１  はむら少年ＳＣ  予選リーグ３位 

 102 同、決勝Ｔ  　●　０－３  青梅新町ＦＣ 

 103 フレンドリー戦  　○　３－０  富士見小ＳＳ  ７分ハーフ 

 104 27/11/22(日） 自治大Ｇ 
アスティークカップ10BL交流

大会 
　○　２－０  立川四小ＦＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 105 　○　４－０  ＦＣドミーニｊｒ．  一次リーグ１位 

 106 27/11/23(祝）  砂川中央Ｇ 
アスティークカップ10BL交流

大会決勝T 
　○　１－０  府中３ＦＣ 

　○　０－０

　　PK4-3 

 108 同、準決勝  　●　０－４  小柳まむし坂ＳＣ 

 109 同、３位決定戦  　●　０－１  ＹＮキッカーズ  第４位 

 110 27/11/28(土）  西砂小  親善試合  　▵　０－０  白百合ＳＣ  ８人制、１０分ハーフ 

111 　○　３－１  サウスユーベＦＣ 

 112 　●　０－２  白百合ＳＣ 

 113 　●　１－２  サウスユーベＦＣ 

 114 27/12/12(土） 西砂ＳＰ広場  親善試合  　〇　２－０  府中二小フェニックスＦＣ  ８人制、１０分ハーフ  

 115 　●　０－２  滝山ＪＦＣ 

 116 　〇　２－１  ＷａｋａｂａＦＣ 

 117 　〇　３－０  府中二小フェニックスＦＣ  

 118 27/12/19(土） 西砂小  親善試合  　●　０－１  小平ウエストスター  ８人制、１０分ハーフ 

 119 　○　４－０  宇津木ＳＣ 

 120 　●　０－１  小平ウエストスター 

 121 　●　０－１  宇津木ＳＣ 

 122 27/12/23(祝） 由井一小  八王子ＣＢＸＦＣ杯  　▵　０－０  シルクロードＳＣ  ８人制、１５分ハーフ 

 123 　○　１－０  小柳まむし坂ＳＣ  予選リーグ２位 

 124 同、順位戦  　○　４－０ 羽衣ＳＣ  第３位 

 125 27/12/26(土）  立川グリーンひろば  親善試合  　○　６－１  瑞穂少年ＳＣ  ８人制、１０分ハーフ  

 126 　○　２－０  青梅新町ＦＣ 

 127 　○　４－０  武蔵村山ＦＣｊｒ． 

 128 　○　３－１  青梅２ＦＣ 

 129 28/ 2/14(日）  立川三小  親善試合 　▵　０－０  TachikawaelfＦＣ  ８人制、１０分ハーフ   

 130 　○　４－０  ＦＣ杉野 

 131 　●　０－１  TachikawaelfＦＣ 

 132 　○　２－０  ＦＣ杉野 

 133 28/ 2/21(日） 西砂小  西砂青少年ＳＣ招待  　●　０－１  府中３ＦＣ 

 134 　●　０－１  Ｇｒａｎｔ　ＦＣ 

 135 　▵　０－０  烏山北ＦＣ  グループリーグ４位 

第６位  ７７ 国立スリーエス 

 ８１ 同、順位決定戦  町田大蔵ＦＣ  第３位 

 107 立川九小ＳＣ 



 136 同、順位トーナメント  　●　１－２  小平九小ＦＣ 

 137 親善試合  　○　３－０  飯能ＪＳＣ 

 138 28/ 2/27(土）  八王子市石川市民センター  フットサル親善試合  　●　２－５  小宮ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 139 　○　４－２  宇津木ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ  

 140 　○　５－３  小宮ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ  

 141 　○　７－１  宇津木ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ  

 142 　▵　１－１  小宮ＳＣ  ５人制、１０分１本 

 143 　○　５－０  宇津木ＳＣ  ５人制、１０分１本 

 144 28/ 3/12(土）  西砂小  親善試合  　●　１－３  ＦＣ多摩川ｊｒ．  ８人制、１０分ハーフ 

 145 　▵　０－０  ＦＣ多摩川ｊｒ． 

 146 　●　０－２  西原少年ＳＣ 

 147 　●　０－４  西原少年ＳＣ 

 148 28/ 3/26(土） 小川西Ｇ  親善試合  　○　３－２  白百合ＳＣ  ８人制、１２分ハーフ 

 149 　●　０－１  松林少年ＳＣ 

 150 　○　２－１  武蔵丘ＦＣ 


