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No. チーム名 東大和4 BELINDA 八小 ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ ｳｲﾝｸﾞｽ 瑞穂三 新町 ｲﾚﾌﾞﾝ ｽﾘｰｴｽ Plaisir 勝ち点 得失点 総得点 順位

1 東大和4FC　Girls
△
2-2

【2】 【3】 【4】
○
8-0

【6】 【7】 【8】 【9】 4 8 10

2 FC BELINDA
△
2-2

【10】 【11】 【12】
○
1-0

【14】 【15】 【16】 【17】 4 1 3

3 小平八小ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】

4 国立二小SC ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ 【25】 【26】 【27】 【28】 【29】 【30】

5 小平FCｳﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾙｽﾞ 【31】 【32】 【33】 【34】 【35】

6 瑞穂三小SC
●
0-8

●
0-1

【36】 【37】 【38】 【39】 0 -9 0

7 青梅新町ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 【40】 【41】 【42】

8 小平FCｲﾚﾌﾞﾝ 【43】 【44】

9 国立ｽﾘｰｴｽｶﾞｰﾙｽﾞ 【45】

10 FC・Plaisir

【ｷｯｸｵﾌ】 【ﾏｯﾁNo.】 【対戦ｶｰﾄﾞ】 【主審・予備審】

【主審・予備審】

■12/8（日） ① 13:00 【1】 東大和4 2-2 BELINDA 瑞穂三 東大和4 4

会場：東大和4小 ② 13:55 【13】 BELINDA 1-0 瑞穂三 東大和4 BELINDA 5

3ﾁｰﾑ3試合 ③ 14:50 【5】 東大和4 8-0 瑞穂三 BELINDA 八小 5

ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ 5

■12/21（土） ① 10:00 【11】 BELINDA vs ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ 新町 ｳｲﾝｸﾞｽ 4

会場：新町小 ② 10:40 【41】 新町 vs ｽﾘｰｴｽ Plaisir 瑞穂三 5

5ﾁｰﾑ7試合 ③ 11:20 【17】 BELINDA vs Plaisir 新町 新町 5

④ 12:00 【27】 ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ vs 新町 Plaisir ｲﾚﾌﾞﾝ 4

⑤ 12:40 【45】 ｽﾘｰｴｽ vs Plaisir ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ ｽﾘｰｴｽ 4

⑥ 13:20 【14】 BELINDA vs 新町 ｽﾘｰｴｽ Plaisir 4

⑦ 14:00 【29】 ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ vs ｽﾘｰｴｽ BELINDA 45

■12/22（日） ① 13:00 【18】 八小 vs ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ ｲﾚﾌﾞﾝ

会場：小平11小 ② 13:40 【33】 ｳｲﾝｸﾞｽ vs ｲﾚﾌﾞﾝ ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ

4ﾁｰﾑ4試合 ③ 14:35 【22】 八小 vs ｲﾚﾌﾞﾝ ｳｲﾝｸﾞｽ

④ 15:15 【25】 ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ vs ｳｲﾝｸﾞｽ 八小

■12/23（月・祭） ① 10:00 【7】 東大和4 vs ｲﾚﾌﾞﾝ 瑞穂三

会場：瑞穂町営G ② 10:40 【12】 BELINDA vs ｳｲﾝｸﾞｽ 東大和4

5ﾁｰﾑ6試合 ③ 11:20 【37】 瑞穂三 vs ｲﾚﾌﾞﾝ BELINDA

④ 12:00 【4】 東大和4 vs ｳｲﾝｸﾞｽ 瑞穂三

⑤ 12:40 【15】 BELINDA vs ｲﾚﾌﾞﾝ ｳｲﾝｸﾞｽ

⑥ 13:20 【31】 ｳｲﾝｸﾞｽ vs 瑞穂三 ｲﾚﾌﾞﾝ

■1/5（日） ① 10:00 【8】 東大和4 vs ｽﾘｰｴｽ Plaisir

会場：瑞穂3小 ② 10:40 【30】 ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ vs Plaisir 東大和4

6ﾁｰﾑ6試合 ③ 11:20 【16】 BELINDA vs ｽﾘｰｴｽ ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ

④ 12:00 【39】 瑞穂三 vs Plaisir BELINDA

⑤ 12:40 【3】 東大和4 vs ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ ｽﾘｰｴｽ

⑥ 13:20 【38】 瑞穂三 vs ｽﾘｰｴｽ ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ

■1/11（土） ① 10:00 【19】 八小 vs ｳｲﾝｸﾞｽ 新町

会場：瑞穂町営G ② 10:40 【36】 瑞穂三 vs 新町 八小

7ﾁｰﾑ9試合 ③ 11:20 【28】 ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ vs ｲﾚﾌﾞﾝ 瑞穂三

④ 12:00 【20】 八小 vs 瑞穂三 ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ

⑤ 12:40 【40】 新町 vs ｲﾚﾌﾞﾝ 八小

⑥ 13:20 【26】 ﾌｪﾘｼﾀﾞｰｼﾞｪ vs 瑞穂三 ｲﾚﾌﾞﾝ

⑦ 14:00 【43】 ｲﾚﾌﾞﾝ vs ｽﾘｰｴｽ 瑞穂三

⑧ 14:40 【32】 ｳｲﾝｸﾞｽ vs 新町 ｽﾘｰｴｽ

⑨ 15:20 【23】 八小 vs ｽﾘｰｴｽ ｳｲﾝｸﾞｽ

■1/13（月・祭） ① 10:00 【9】 東大和4 vs Plaisir 八小

会場：小平八小 ② 10:40 【10】 BELINDA vs 八小 ｽﾘｰｴｽ

5ﾁｰﾑ5試合 ③ 11:20 【6】 東大和4 vs 新町 BELINDA

④ 12:15 【21】 八小 vs 新町 東大和4

⑤ 13:10 【2】 東大和4 vs 八小 新町

■1/19（日） ① 10:00 【34】 ｳｲﾝｸﾞｽ vs ｽﾘｰｴｽ Plaisir

会場：清瀬3中 ② 10:40 【42】 新町 vs Plaisir ｳｲﾝｸﾞｽ

4ﾁｰﾑ3試合 ③ 11:35 【35】 ｳｲﾝｸﾞｽ vs Plaisir 新町

■1/26（日） ① 10:00 【24】 八小 vs Plaisir ｲﾚﾌﾞﾝ

会場：清瀬3中 ② 10:55 【44】 ｲﾚﾌﾞﾝ vs Plaisir 八小

3ﾁｰﾑ2試合

■予備日

・1/12（日）＠清瀬3中

・2/2（日）＠清瀬3中

■審判割り当て試合数■


