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 　１ 27/ 5/23（土）  立川グリーンひろば 親善試合  　●　２－３  立川九小ＳＣ ５人制、１０分ハーフ

 　２ 　○　６－１  羽衣ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 　３ 　●　０－１ 立川九小ＳＣ  ５人制、１５分１本 

 　４ 　○　５－１ 羽衣ＳＣ  ５人制、１５分１本 

 　５ 27/ 5/31(日） 西砂小  親善試合  　●　３－５  国立スリーエス  ５人制、１０分ハーフ 

 　６ 　○　５－４  国立スリーエス 

 　７ 　○　５－０  国立スリーエス 

 　８ 　○　３－０  国立スリーエス 

 　９ 27/ 6/20(土）  花小金井小  親善試合  　○　１－０  花小金井シューターズＦＣ  ６人制（ＯＡ２人）、１０分１本 

 １０ 　○　３－０ ＦＣゴロアーズ

 １１ 　○　３－０ 花小金井シューターズＦＣ 

 １２ 　○　３－０ ＦＣゴロアーズ 

 １３ 　○　４－１ 花小金井シューターズＦＣ 

 １４ 　○　３－２ ＦＣゴロアーズ 

 １５ 　○　３－１ 花小金井シューターズＦＣ 

 １６ 　○　２－１ ＦＣゴロアーズ 

 １７ 27/ 6/27（土）  立川グリーンひろば  親善試合  　○　４－１  小金井３ＫＳＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 １８ 　○　３－１  立川九小ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 １９ 　▵　２－２ 小金井３ＫＳＣ  ５人制、１５分１本

 ２０ 　○　３－１ 立川九小ＳＣ  ５人制、１５分１本 

 ２１ 27/ 7/19(日）  大多摩観光Ｇ  青梅ＦＣｊｒ．招待グリーンカップ  　●　１－２  若草ＦＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ２２ 　○　４－２ プリメイロスＦＣ 

 ２３ 　○　４－０  飯能ブルーダーｊｒ．  予選リーグ２位 

 ２４ 同、２位パート  　▵　３－３  霞ＦＣｊｒ． 

 ２５ 　▵　１－１ 清水北ＦＣ 

 ２６ 27/ 7/25(土）  宇津台小  親善試合  　○　２－１  宇津木ＳＣ  ８人制、１０分１本 

 ２７ 　○　１－０ 高尾ＳＣ

 ２８ 　▵　１－１ 宇津木ＳＣ  

 ２９ 　●　０－１  高尾ＳＣ 

 ３０ 　▵　０－０ 宇津木ＳＣ  

 ３１ 　○　１－０ 高尾ＳＣ 

 ３２ 　▵　０－０ 宇津木ＳＣ  

 ３３ 　●　０－１ 高尾ＳＣ 

 ３４ 27/ 7/26(日）  西砂小  親善試合  　▵　２－２  入二ＦＣ  ５人制、７分ハーフ 

 ３５ 　●　０－５ 小平九小ＦＣ ５人制、７分ハーフ 

 ３６ 　○　５－０  ＹＮキッカーズ ５人制、７分ハーフ 

 ３７ 　○　２－０ 入二ＦＣ  ５人制、７分１本 

 ３８ 　○　２－１ 小平九小ＦＣ  ５人制、７分１本 

 ３９ 　○　３－１ ＹＮキッカーズ  ５人制、７分１本 

 ４０ 27/ 9/19(土）  西砂小  親善試合  　▵　５－５  Ａｂｒｏｌａ武蔵村山  ５人制、１０分ハーフ 

 ４１ 　○　４－３  花小金井シューターズＦＣ 

 ４２ 　●　０－４ Ａｂｒｏｌａ武蔵村山 

 ４３ 　○　５－２ 花小金井シューターズＦＣ  

 ４４ 27/ 9/21(祝）  西砂小  親善試合  　○　４－０ TachikawaelfＦＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 ４５ 　○　５－０ 国立スリーエス 

 ４６ 　▵　２－２  TachikawaelfＦＣ 

 ４７ 　○　４－１ 国立スリーエス  

 ４８ 27/10/12(祝） 砂川中央Ｇ  立川市民体育大会  　○　５－２  TachikawaelfＦＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 ４９ 　○　４－１ 立川九小ＳＣ グループリーグ１位 

 ５０ 同、準々決勝  　○　７－１ ＰＯＭＢＡ立川ＦＣｊｒ．

 ５１ 同、準決勝 　●　０－７ さいわいＦＣオレンジ

　○　３－３

　　PK3-2

 ５３ 27/10/18(日）  西砂小  親善試合  　○　３－０  宇津木ＳＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ５４ 　▵　１－１ ＦＣ多摩川ｊｒ． 

 ５５ 　○　２－１  宇津木ＳＣ 

 ５６ 　○　４－２  ＦＣ多摩川ｊｒ． 

 ５７ 27/10/31(土）  瑞穂三小  親善試合  　○　４－０  瑞穂三小ＳＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ５８ 　○　６－１  ＦＣ　ＧＯＮＡ 

 ５９ 　○　４－２  飯能ブルーダーｊｒ． 

 ６０ 　○　７－１  瑞穂三小ＳＣ  １５分１本 

 ６１ 27/11/ 7(土） 西砂小  親善試合  　●　３－４  松林少年ＳＣ ５人制、１０分ハーフ 

 ６２ 　○　２－１  松林少年ＳＣ 

 ６３ 　○　４－１  松林少年ＳＣ 

 ６４ 　●　０－１  松林少年ＳＣ 

 ６５ 27/11/28(土）  西砂小  親善試合  　○　４－３  白百合ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 ６６ 　○ 12－０  サウスユーベＦＣ 

 ６７ 　●　４－５  白百合ＳＣ 

 ６８ 　○　４－０  サウスユーベＦＣ 

 ６９ 27/12/19(土） 西砂小  親善試合  　○ 12－０ 小平ウエストスター  ５人制、１０分ハーフ  

 ７０ 　○　２－１  宇津木ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ  

 ７１ 　○ 13－０  小平ウエストスター  ５人制、１５分１本  

 ７２ 　○　７－２  宇津木ＳＣ  ５人制、１５分１本  

 ７３ 27/12/26(土）  立川グリーンひろば  親善試合  　○　３－２  瑞穂少年ＳＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 ７４ 　●　１－２  青梅２ＦＣ 

 ７５ 　○　３－０  青梅新町ＦＣ 

 ７６ 　●　５－６  瑞穂少年ＳＣ 

 ７７ 　●　１－４  青梅２ＦＣ  

第３位  ５２ 同、３位決定戦 立川一ＳＣブルー



 ７８ 28/ 2/28(日）  西砂小  西砂青少年ＳＣ招待  　●　１－２  青梅ＦＣｊｒ． 

 ７９ 　○　３－０  ＫＳキッカーズ 

 ８０ 　○　３－２  ＦＣ杉野  グループリーグ２位 

 ８１ 同、準決勝  　●　１－２  羽衣ＳＣ 

　●　１－１

　　PK3-4 

 ８３ 28/ 3/12(土）  長沼小  八王子ＣＢＸＦＣ招待  　○　２－１  シルクロードＳＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ８４ 　●　０－４  荻野ＳＣ  予選リーグ２位 

　○　０－０

　　PK1-0 

 ８６ 　●　１－２  八王子ＣＢＸＦＣ  ２位パート２位 

 ８７ 28/ 3/13(日）  秋葉台小  松が谷ＦＣ招待  　○　４－０  八王子愛宕ＦＣ  ８人制、１０分ハーフ 

 ８８ 　○　８－０  松が谷ＦＣ  予選リーグ１位 

 ８９ 同、決　勝  　○　２－０  小柳まむし坂ＳＣ  優　勝 

 ８２ 同、３位決定戦  青梅ＦＣｊｒ  第４位、敢闘賞 

 ８５ 町田忠生ＳＣ 


