
No.  DATE  PLACE  TITLE   SCORE OPPONENT  DESCRIPTION 

1 26/ 4/19（土） 西砂小  親善試合   ●　０－２ 瑞穂三小ＳＣ

2  ●　１－２ 瑞穂三小ＳＣ

3  ●　１－２ 瑞穂三小ＳＣ

4  ●　２－４ 瑞穂三小ＳＣ

5 26/ 4/20（日） 自治大Ｇ 立川市民体育大会   ▵　０－０ ＷａｋａｂａＦＣ・Ⅹ

6  ○　５－０ ＦＣ　ＶＩＤＡ グループリーグ１位 

7 親善試合   ●　０－３ 立川九小ＳＣ

8  ●　０－４ 立川九小ＳＣ 

9  ●　１－２ 立川九小ＳＣ 

10 26/ 4/26（土） 砂川中央G  立川市民体育大会   ○　２－０ 立川九小ＳＣ 

 １１ 同、準決勝   ○　４－１ TachikawaELF　ＦＣ

 １２ 同、決　勝  ●　０－２ さいわいＦＣ・Ａ 準優勝 

 １３ 26/ 4/27（日） 大沼Ｇ  親善試合   ●　０－１ 小平八小アベリアＦＣ  １５分１本

 １４  ●　０－１ 小平八小アベリアＦＣ  

 １５  ○　３－１ 小平八小アベリアＦＣ 

 １６  ●　０－２ 小平八小アベリアＦＣ  

 １７  ●　１－２ 小平八小アベリアＦＣ  

 １８ 26/ 4/29（祝） 府中朝日サッカー場  まむし杯   ○　３－２ 東八王子ＦＣ

 １９  ▵　２－２ あざみ野ＦＣ 予選リーグ２位 

 ○　１－１

　　PK4-2

 ２１  ○　４－１ 東久留米キッカーズ ２位リーグ優勝

 ２２ 26/ 5/ 4（祝）  狭山湖運動場  北野スプリングカップ   ●　１－４ 学園東小ミラクルキッズ 

 ２３  ○　３－０ 川越ヤンガーズ

 ２４  ○　４－０ 狭山台キッカーズ

 ２５  ●　０－６ 新座西堀キッカーズ 予選リーグ３位 

 ●　２－２

　　PK1-2

 ２７ 26/ 5/10(土） 福生市営競技場  ＷＥＳＴリーグ   〇　５－０ 武蔵村山ＦＣｊｒ． 

 ２８  ●　１－２ 青梅ＦＣｊｒ．

 ２９ 26/ 5/11（日） 日大商学部稲城Ｇ  親善試合   ●　１－２ 富士見ヶ丘蹴球団 

 ３０  ●　１－４ 烏山北ＦＣ 

 ３１  ●　３－４ サンデーＳＣ 

 ３２  ○　３－２ 南百合丘ＳＣ 

 ３３ 26/ 5/25（日） 志木市秋ヶ瀬運動公 親善試合   ●　０－４ ＦＣ大泉学園 

 ３４  ○　４－０ 杉並シーダーズ

 ３５  ●　１－４ ＦＣ大泉学園

 ３６  ●　３－５ 杉並シーダーズ

 ３７  ○　３－２ ＦＣ大泉学園 

 ３８ 26/ 5/31（土） 西砂小  親善試合   ○　４－２ 青梅ＦＣｊｒ． 

 ３９  ○　４－０ 青梅ＦＣｊｒ．

 ４０  ▵　３－３ 青梅ＦＣｊｒ．

 ４１  ○　４－１ 青梅ＦＣｊｒ．U-10

 ４２ 26/ 7/ 6（日） 秋ヶ瀬運動公園  親善試合   ●　０－２ レッツアサカＳＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ４３  ▵　１－１ ＥＣ　ＦＵＪＩＭＩＮＯ 

 ４４  ●　０－７ ＦＣ大泉学園・Ａ 

 ４５  ●　０－１ ＦＣ大泉学園・Ａ 

 ４６  ▵　２－２ ＦＣ大泉学園・Ｂ 

 ４７ 26/ 7/20（日） 日大商学部稲城Ｇ  親善試合   ○　４－１ 白百合ＳＣ 

 ４８  ●　１－２ 大和田ＳＣ

 ４９  ○　３－１ 烏山北ＦＣ

 ５０ 26/ 7/26（土） 三芳Ｇ  親善試合   ●　２－３ サウスユーベＦＣ・Ａ 

 ５１  ○　６－１ 府ロクＳＣ

 ５２  ●　０－２ サウスユーベＦＣ・Ｂ 

 ５３  ○　５－１ 府ロクＳＣ  １５分１本

 ５４  ▵　１－１ サウスユーベＦＣ・Ａ  １５分１本 

 ５５  ○　３－２ 府ロクＳＣ  １５分１本 

 ５６  ●　０－２ サウスユーベＦＣ・Ｂ  １５分１本 

 ５７ 26/ 7/27（日） 西砂小  ＷＥＳＴリーグ   ○　３－２ 霞ＦＣｊｒ． 

 ５８  ○　３－０ はむら少年ＳＣ

 ５９ 親善試合  ○　５－２ ＦＣゴロアーズ

 ６０ 26/ 8/ 2（土）  霞台小  若草カップ   ○　３－２ サンデーＳＣ 

 ６１  ○　９－０ 和田ブルドッグＳＣ  予選リーグ１位 

 ６２ 同、準決勝   ●　１－２ 瑞穂三小ＳＣ 

 ６３ 同、３位決定戦  ○　７－５ 滝山ＪＦＣ  第３位

 ６４ 26/ 8/ 3（日）  北野小  親善試合   ○　５－０ 北野ＳＣ  １５分１本 

 ６５  ▵　１－１ 東大和４ＦＣ 

 ６６  ▵　０－０ 北野ＳＣ 

 ６７  ○　４－０ 東大和４ＦＣ 

 ６８  ●　０－１ 北野ＳＣ 

 ２６ 同、順位決定戦  滝山ＪＦＣ 第６位

 ２０ 小柳まむし坂ＳＣ



 ６９  ●　２－３ 東大和４ＦＣ 

Ａチーム、６人制、

９分ハーフ  

 ７１  ○　４－０ ＦＣ新倉エイトワン Ａチーム 

 ７２  ○　５－０ ＦＣクラッキ・Ｂ Ａチーム 

 ７３ 予選ラウンド順位決定戦   ○　３－０ 浦和土合ＳＳＳ Ａチーム、予選ラウンド１位 

 ７４  ▵　０－０ 浦和文蔵ＳＳＳ Ｂチーム、６人制、９分ハーフ  

 ７５  ○　２－１ ＦＣひまわり Ｂチーム 

 ７６  ●　１－３ 戸田ＦＣＳＳ・Ａ Ｂチーム 

 ７７ 予選ラウンド順位決定戦   ●　０－６ 戸木南ボンバーズＦＣ Ｂチーム、予選ラウンド４位 

Ａチーム、６人制、

９分ハーフ 

 ７９  ●　１－４ 富士見丘少年蹴球団 Ａチーム 

 ８０  ○　２－１ 戸田南ＦＣＳＳ Ａチーム 

Ａチーム、

総合第３位 

 ８２  ●　０－２ 開進第二ＦＣ Ｂチーム、６人制、９分ハーフ 

 ８３  ●　０－４ ＦＣ・ＮＩＩＺＯ・Ａ Ｂチーム 

 ８４  ●　１－３ 南千住ＳＨＳＳ・Ｂ Ｂチーム 

 ８５ 同、順位決定戦  ●　０－１ わらび錦ＳＳＳ・Ｂ Ｂチーム、第３２位 

 ８６ 26/ 8/31（日） 羽村富士見小  ＷＥＳＴリーグ   ○　４－０ 羽村富士見ＳＣ 

 ８７ 親善試合   ○　２－０ 羽村富士見ＳＣ 

 ８８  ○　１－０ 羽村富士見ＳＣ 

 ８９ 26/ 9/ 6（土）  府中少年サッカー場  府中３ＦＣ招待   ○　３－０ セリエＦＣ  １１人制

 ９０  ○　２－０ 飛田給ＦＣ  予選リーグ１位

 ９１ 同、決　勝   ○　２－０ 府中３ＦＣ  優　勝

 ９２ 26/ 9/13(土）  国立河川敷Ｇ  国立カップ  ▵　１－１ 若草ＦＣ  １３分ハーフ 

 ９３  ●　１－２ 小柳まむし坂ＳＣ  予選リーグ２位 

 ○　３－３

　　PK3-1

 ９５  ●　１－２ シルクロードＳＣ 

 ９６ 26/ 9/14(日） 雨間Ｇ  親善試合   ●　０－１ 秋川少年ＳＣ  １５分１本 

 ９７  ○　４－０ 秋川少年ＳＣ 

 ９８  ▵　０－０ 秋川少年ＳＣ 

 ９９  ○　２－０ 秋川少年ＳＣ 

 100  ○　２－１ 秋川少年ＳＣ 

101  ○　４－０ 秋川少年ＳＣ 

 102  ○　１－０ 秋川少年ＳＣ 

 103 26/ 9/15(祝） ルネサスＧ  親善試合   ○　５－０ Ｋ９ＦＣ国分寺  １５分１本

 104  ○　５－０ Ｋ９ＦＣ国分寺 

 105  ○　６－０ Ｋ９ＦＣ国分寺 

 106  ○　６－０ Ｋ９ＦＣ国分寺 

 107  ○　３－０ Ｋ９ＦＣ国分寺 

 108 26/ 9/20(土）  杉野Ｇ  親善試合   ▵　１－１ ＦＣ杉野 １５分１本 

 109  ○　２－０ ＦＣ杉野 

 110  ○　４－０ ＦＣ杉野 

 111  ○　１－０ ＦＣ杉野 

 112  ▵　１－１ ＦＣ杉野

 113  ○　１－０ ＦＣ杉野 

 114  ▵　０－０ ＦＣ杉野

 115  ○　３－０ ＦＣ杉野 

 116  ●　１－４ ＦＣ杉野 

 117 26/ 9/21(日）  西砂ＳＰ広場  親善試合  ●　１－３ 立川九小ＳＣ  １５分１本

 118  ○　１－０ 立川九小ＳＣ 

 119  ○　３－０ 立川九小ＳＣ

 120  ●　０－２ 立川九小ＳＣ 

 121  ▵　０－０ 立川九小ＳＣ 

 122  ○　３－２ 立川九小ＳＣ 

 123  ●　０－２ 立川九小ＳＣ

 124  ▵　１－１ 立川九小ＳＣ 

 125  ▵　０－０ 立川九小ＳＣ 

 126 26/10/ 4(土） 霞台小  親善試合   ▵　１－１ ７ＦＣ福生  １５分ハーフ

 127  ▵　１－１ 若草ＦＣ １５分ハーフ 

 128  ○　７－１ 吉野ＦＣ １５分ハーフ 

 129  ○　４－０ 吉野ＦＣ １５分１本 

 130  ○　１－０ 若草ＦＣ １５分１本 

 131  ○　３－０ ７ＦＣ福生 １５分１本 

 132 26/10/11(土） 新町小  親善試合   ▵　２－２ 青梅新町ＦＣ １５分ハーフ  

 133  ○　７－０ 加治ＳＳＳ １５分ハーフ  

 134  ▵　０－０ 青梅新町ＦＣ １５分１本 

 135  ○　３－０ 加治ＳＳＳ １５分１本 

 ９４ 同、２位トーナメント  東大和４ＦＣ  １５分ハーフ 

王子第一ＦＣ

 ７８
26/ 8/24（日）

 

彩湖道満グリーン

パーク 

チャイルド３サマーフェスティバ

ルｉｎ戸田  
 ○　３－１ 東スポ少年ＳＣ・Ａ 

 ８１ 同、３位決定戦   ○　３－２

越谷桜南ＳＳＳ  ７０
26/ 8/23（土）

 

彩湖道満グリーン

パーク 

チャイルド３サマーフェスティバ

ルｉｎ戸田  
 ○ 11－０



 136  ○　２－０ 青梅新町ＦＣ １５分１本 

 137 26/10/13(祝）  羽村富士見小  親善試合   ○　２－０ 羽村富士見ＳＣ  １５分ハーフ 

 138  ○　２－０ 羽村富士見ＳＣ  １０分ハーフ

 139  ○　２－０ 羽村富士見ＳＣ  １５分１本 

 140 26/10/19(日） 西砂小  親善試合   ●　１－５ サウスユーベＦＣ  １５分ハーフ  

 141  ●　１－７ 中野島ＦＣ 

 142  ▵　２－２ ＧＲＯＷ　ＦＣ 

 143  ●　０－３ サウスユーベＦＣ  １０分１本 

 144  ●　０－１ 中野島ＦＣ

 145  ●　０－３ ＧＲＯＷ　ＦＣ 

 146 26/10/25(土）  国立河川敷Ｇ 
国立二小ＳＣフェリシダージェ

カップ 
 ○　６－０ ＮＯＢＩＤＯＭＥ　ＦＣ

 147  ○　４－０ 国立二小ＳＣフェリシダージェ

 148  ▵　２－２ 稲城ＳＳＳ  予選リーグ１位 

 ○　１－１

　　PK6-5

 150 同、決　勝  ●　１－３ 富士見丘少年蹴球団 準優勝 

 151 26/11/ 1(土） 霞台小 親善試合   ●　１－２ 青梅ＦＣｊｒ． 

 152  ○　５－２ 若草ＦＣ 

 153  ○　７－０ 青梅４ＳＣ

 154 26/11/ 2(日） 西砂小 
アスティークカップ10BL交流大会

一次L 
 ○17－０ 矢崎ＳＣ  １２分ハーフ 

 155  ○　３－０ ストロングボーイズ  一次リーグ１位 

 156 ＴＥＳＴ　ＭＡＴＣＨ　ｆｏｒ  ○10－０ 国分寺一小ＳＣ  １５分ハーフ

 157  ○　９－０ エルマーズＦＣ  １５分ハーフ 

 158  ○　４－０ 国分寺一小ＳＣ  １５分１本 

 159  ○　８－０ エルマーズＦＣ  １５分１本 

 160 26/11/ 9(日） 自治大Ｇ
アスティークカップ10BL交流大会

二次L 
 ○　２－０ Ｋ９ＦＣ国分寺 １２分ハーフ  

 161  ○　３－２ ＦＣ　ＶＩＧＯＲＥjr．

 162  ○　２－１ 国分寺第五ＳＣ 二次リーグ１位

 163 26/11/22(土）  八王子十小  親善試合   ○　３－１ 大和田ＳＣ 

 164  ○　４－０ 大和田ＳＣ 

 165  ○　９－１ 立川九小ＳＣ 

 166 26/11/24(振）  西砂小  親善試合   ○　２－１ 塚戸ＳＣ １５分ハーフ 

 167  ○　５－０ 烏山北ＦＣ １５分ハーフ  

 168  ▵　２－２ 大和田ＳＣ １５分ハーフ  

 169  ▵　０－０ 塚戸ＳＣ  １５分１本

 170  ●　０－１ 烏山北ＦＣ  １５分１本 

 171  ▵　１－１ 大和田ＳＣ  １５分１本 

 172 26/11/29(土）  千住スポーツ公園  親善試合   ○　４－２ ＧＲＯＷ　ＦＣ １５分ハーフ 

 173  ●　１－２ ＧＲＯＷ　ＦＣ 

 174  ○　５－３ ＧＲＯＷ　ＦＣ 

 175 26/11/30(日）  西砂小  ＷＥＳＴリーグ   ●　０－１ ７ＦＣ福生  １５分ハーフ 

 176  ○　４－３ 若草ＦＣ １５分ハーフ 

 177  ○　３－０ 羽村富士見ＳＣ １５分ハーフ 

 178 親善試合  ○　４－０ ７ＦＣ福生  １５分１本

 179  ▵　１－１ 若草ＦＣ  １５分１本 

 180  ○　４－０ 羽村富士見ＳＣ  １５分１本 

 181 26/12/ 6(土）  西砂小  親善試合   ●　０－３ アラディオーロ １５分ハーフ 

 182  ●　１－３ 西原少年ＳＣ １５分ハーフ 

 183  ●　１－４ 浜田山ＪＳＣ １５分ハーフ 

 184  ●　０－２ アラディオーロ  １５分１本 

 185  ●　０－３ 西原少年ＳＣ １５分１本 

 186  ○　１－０ 浜田山ＪＳＣ １５分１本 

 187 26/12/ 7(日）  瑞穂四小  ＷＥＳＴリーグ   ○　３－２ 瑞穂少年ＳＣ １５分ハーフ 

 188 親善試合   ○　３－２ 瑞穂少年ＳＣ  １５分１本 

 189  ○　２－０ 瑞穂少年ＳＣ 

 190  ○　２－１ 瑞穂少年ＳＣ 

 191  ○　３－２ 瑞穂少年ＳＣ 

 192 26/12/14(日） 自治大Ｇ 
アスティークカップ10BL交流大会

決勝Ｔ 
 ●　０－１ ＹＮキッカーズ  ベスト８ 

 193 26/12/23(祝） 野火止小  野火止杯   ○　３－０ リトルキッカーズ  １５分ハーフ 

 194  ○　７－０ 東京ＮＯＢＩＤＯＭＥ　ＦＣ－Ｂ 

 195  ○　３－０ 東京ＮＯＢＩＤＯＭＥ　ＦＣ－Ｒ 

 196  ○　８－１ 大二小ＳＣ  優　勝 

 197 27/ 1/10（土） 新町小  青梅新町ＦＣ招待   ○　２－０ 若草ＦＣ 

 198  ○　３－２ リヴィエールＦＣ 予選リーグ１位 

 199 27/ 1/11(日） 新町小  青梅新町ＦＣ招待   ●　３－４ 八王子ＣＢＸＦＣ

 200  ●　０－５ 瑞穂三小ＳＣ 二次リーグ３位 

 149 同、準決勝  国立スリーエス 



 201 親善試合   ○　３－０ 青梅新町ＦＣ  １５分１本

 202 27/ 1/17(土）  西砂小  ＷＥＳＴリーグ   ○ 11－０ 青梅２ＦＣ 

 203  ○　７－０ 清水北ＦＣ 

 204  ●　０－１ 田無富士見ＪＳＣ 

 205 親善試合   ○　７－０ 青梅２ＦＣ １５分１本 

 206  ○　２－０ 清水北ＦＣ  １５分１本 

 207  ▵　０－０ 田無富士見ＪＳＣ  １５分１本 

 208 27/ 1/18(日）  立川七小  立川市クラブ交流大会   ○　７－０ 立川四小ＦＣ 

 209  ▵　０－０ ＦＣ　ＶＩＤＡ グループリーグ１位

 210 親善試合  ○　１－０ ＦＣ　ＶＩＤＡ  １５分１本 

 211 27/ 1/24(土） 小川元気村  親善試合   ●　０－１ ＦＣレパードジュニア  １５分１本 

 212  ○　３－０ 小平九小ＦＣ 

 213  ○　３－０ 府中南ＦＣ 

 214  ○　２－１ ＦＣレパードジュニア 

 215  ●　０－２ 小平九小ＦＣ 

 216 27/ 1/25(日）  幸小  立川市クラブ交流大会決勝Ｔ   ○　２－０ さいわいＦＣ・Ｂ 

 217 同、準決勝   ●　０－１ 立川九小ＳＣ・ダラスカウボーイズ 

 218 同、３位決定戦   ●　０－２ ＦＣ　VIGOREjr.EAST  第４位

 219 27/ 2/15(日） 府中朝日サッカー場  親善試合   ●　０－２ 多摩平ｊｒ．ＳＣ

 220  ●　２－５ 府中北ＦＣ 

 221  ○　２－０ 多摩平ｊｒ．ＳＣ

 222  ○　２－０ 府中北ＦＣ 

 223 27/ 2/21(土） 福生七小  ＷＥＳＴリーグ   ▵　１－１ 青梅新町ＦＣ  １５分ハーフ

 224 親善試合   ○ 10－０ ７ＦＣ福生 １５分ハーフ 

 225  ○　３－１ 青梅新町ＦＣ １５分１本 

 226  ○　１－０ ７ＦＣ福生 １５分１本  

 227 27/ 3/ 7(土） 西砂小  親善試合   〇　５－０ サンデーＳＣ  １５分ハーフ 

 228  ●　０－２ 西原少年ＳＣ  １５分ハーフ

 229  ●　１－２ 小宮ＳＣ  １５分ハーフ

 230  ○　１－０ サンデーＳＣ  １５分１本 

 231  ▵　０－０ 西原少年ＳＣ  １５分１本 

 232  ○　３－０ 小宮ＳＣ  １５分１本 

 233 27/ 3/15(日） 西砂小  西砂青少年ＳＣ招待   ○ 14－０ 小平ウエストスター

 234  ●　０－１ 浜田山ＪＳＣ  グループリーグ２位 

 235 同、３位決定戦   ●　１－２ 国立スリーエス  第４位、敢闘賞 

 236 27/ 3/21(祝） 霞台小  若草ＦＣ３年生育成大会   ●　０－４ 滝山ＪＦＣ 

 237  ●　１－２ 瑞穂三小ＳＣ

 238  ▵　０－０ 北坂戸ＳＣ 予選リーグ３位 

 239 同、順位戦   ○　３－０ 千代田ＦＣ  第５位

 240 27/ 3/28(土） 新町小  親善試合   ○　４－１ 青梅新町ＦＣ  １５分ハーフ 

 241  ○　５－１ 八王子ＣＢＸＦＣ １５分ハーフ 

 242  ○　１－０ 青梅新町ＦＣ  １５分１本 

 243  ○　２－１ 八王子ＣＢＸＦＣ  １５分１本 

 244  ○　２－０ 青梅新町ＦＣ  １５分１本 

 245  ▵　２－２ 八王子ＣＢＸＦＣ  １５分１本 


