
No.  DATE  PLACE  TITLE   SCORE OPPONENT  DESCRIPTION 

1 26/ 6/15（日） 西砂小  親善試合   ●　０－７ 新座西堀キッカーズ ６人制、１０分ハーフ

2  ●　０－４ ＹＮキッカーズ ６人制、１０分ハーフ 

3  ●　０－４ 新座西堀キッカーズ ６人制、１０分１本 

4  ●　０－４ ＹＮキッカーズ ６人制、１０分１本  

5 26/ 7/13（日） 西砂小  親善試合   ●　０－１ 国立スリーエス ６人制、１０分ハーフ 

6  ●　０－２ 立川九小ＳＣ ６人制、１０分ハーフ 

7  ▵　１－１ 国立スリーエス ６人制、１０分１本 

8  ●　０－１ 立川九小ＳＣ  ６人制、１０分１本 

9 26/ 7/26（土） 大泉学園小  親善試合   ●　１－３ 立川九小ＳＣ  ６人制、１０分ハーフ 

10  ●　０－３ ＦＣ大泉学園 

 １１  ●　１－６ 小菅ＳＣ

 １２  ●　１－６ ＦＣ戸塚ｊｒ．

 １３ 26/ 8/23（土） 大久野保育園  親善試合   ○　２－１ スーノＦＣ  ４人制、１０分ハーフ

 １４  ○　３－１ スーノＦＣ 

 １５  ○　２－１ スーノＦＣ 

 １６  ○　３－０ スーノＦＣ 

 １７ エキシビジョンマッチ   ○　３－０ スーノＦＣ 
４人制（幼児３人＋ＯＡ）、１０分ハー

フ

 １８ エキシビジョンマッチ  ○　６－０ スーノＦＣ
４人制（幼児３人＋ＯＡ）、１０分ハー

フ 

 １９ 26/ 8/30（土） 立川グリーンひろば 親善試合  ○　３－０ 武蔵村山ＦＣｊｒ．  ６人制、１０分ハーフ 

 ２０  ●　２－９ 飯能ＪＳＣ  ５人制、１０分ハーフ

 ２１  ○　３－１ 武蔵村山ＦＣｊｒ．  ６人制、１５分１本

 ２２  ▵　１－１ 飯能ＪＳＣ  ５人制、１５分１本

 ２３ 26/ 9/ 6（土） 瑞穂三小  親善試合   ●　０－３ 瑞穂三小ＳＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ２４  ●　０－１ はむら少年ＳＣ 

 ２５  ▵　３－３ 瑞穂三小ＳＣ 

 ２６  ○　２－１ はむら少年ＳＣ 

 ２７ 26/ 9/14(日）  西砂小  親善試合   ●　２－３ 国立二小ＳＣフェリシダージェ  ６人制、１０分ハーフ 

 ２８  ○　３－０ 若草ＦＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ２９  ○　２－０ 国立二小ＳＣフェリシダージェ  ６人制、１０分１本

 ３０  ○　１－０ 若草ＦＣ  ６人制、１０分１本 

 ３１ 26/10/13(祝） 西砂小  親善試合   ○　２－０ ＦＣ　ＶＩＤＡ  ６人制、１０分ハーフ  

 ３２  ○　４－２ ＦＣ杉野 ６人制、１０分ハーフ  

 ３３  ○　１－０ ＦＣ　ＶＩＤＡ  ６人制、１０分１本 

 ３４  ▵　０－０ ＦＣ杉野  ６人制、１０分１本 

 ３５ 26/10/26(日）  西砂小  親善試合   ●　０－５ 小平ＦＣウイングス ５人制、１０分ハーフ、 

 ３６  ●　０－５ 青梅新町ＦＣ ６人制、１０分ハーフ   

 ３７  ●　１－６ 小平ＦＣウイングス  ５人制、１０分１本 

 ３８  ▵　０－０ 青梅新町ＦＣ ６人制、１０分１本 

 ３９ 26/11/16(日） 自治大Ｇ  立川市民体育大会   ●　０－３ ＷａｋａｂａＦＣ  ５人制、１０分ハーフ 

 ４０  ●　１－３ むさしのＳＣ グループリーグ３位 

 ４１ 26/11/24(振）  国立二小 
国立二小SCフェリシダージェ

カップ 
 ●　０－３ TachikawaelfＦＣ  ６人制、１５分１本 

 ４２  ○　３－０ 国立スリーエス 

 ４３  ○　１－０ 羽村富士見ＳＣ 予選リーグ２位

 ４４ 同、準決勝   ●　１－５ 多摩小ＳＣ ６人制、１０分ハーフ

 ４５ 同、３位決定戦  ●　０－１ TachikawaelfＦＣ  第４位 

 ４６ 26/11/30(日） 霞台小  親善試合   ○　２－０ 若草ＦＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ４７  ▵　０－０ ＦＣ多摩川ｊｒ．  ８人制、１０分ハーフ  

 ４８  ●　１－５ 大和田ＳＣ  ６人制、１０分ハーフ  

 ４９ 26/12/ 7(日）  立川グリーンひろば  親善試合  ▵　０－０ ＦＣ多摩川ｊｒ．  ６人制、１０分ハーフ   

 ５０  ●　２－５ 立川九小ＳＣ  ６人制、１０分ハーフ   

 ５１  ●　１－２ ＦＣ多摩川ｊｒ．  ６人制、１５分１本 

 ５２  ●　２－３ 立川九小ＳＣ  ６人制、１５分１本 

 ５３ 27/ 1/12(祝） 西砂小  親善試合   ●　０－３ 学園東小ミラクルキッズ  ６人制、１０分ハーフ 

 ５４  ●　０－10 小柳まむし坂ＳＣ ６人制、１０分ハーフ 

 ５５  ●　０－３ 学園東小ミラクルキッズ  ６人制、１５分１本 

 ５６  ●　０－３ 小柳まむし坂ＳＣ  ６人制、１５分１本 

 ５７ 27/ 2/ 8(日） 四谷小  親善試合   ●　０－５ 府中４ＢＫＳＣ  ６人制、１０分ハーフ 

 ５８  ●　０－３ ＹＮキッカーズ

 ５９  ●　０－１ 府中４ＢＫＳＣ 

 ６０  ●　０－２ ＹＮキッカーズ 

 ６１ 27/ 2/21(土）  西砂小  親善試合   ●　０－２ TachikawaelfＦＣ  ６人制、１０分ハーフ  

 ６２  ○　１－０ ＦＣゴロアーズ  ６人制、１０分ハーフ  

 ６３  ●　０－３ TachikawaelfＦＣ  ６人制、１５分１本 

 ６４  ●　０－４ ＦＣゴロアーズ  ６人制、１５分１本 

 ６５ 27/ 2/22(日）  西砂小  西砂青少年ＳＣ招待   ○　２－０ 松が谷ＦＣ  ６人制、７分ハーフ   

 ６６  ○　２－０ ＫＳキッカーズ

 ６７  ○　２－１ 小金井３ＫＳＣ



 ６８ 同、準決勝   ●　０－１ 国立スリーエス １０分ハーフ 

 ６９ 同、３位決定戦  ●　０－３ 瑞穂三小ＳＣ 敢闘賞

 ７０ 27/ 3/14(土） 立川グリーンひろば  親善試合   ●　２－４ 小宮ＳＣ  ６人制、１０分ハーフ  

 ７１  ●　１－３ 小宮ＳＣ 

 ７２  ●　０－１ 小宮ＳＣ 

 ７３  ●　１－５ 小宮ＳＣ 


