
会場 時間(40分ハーフ) HOME AWAY 主審・記録 副審

6月3日 日 晴海 9:30 晴海 ４－１ 芦花 文京 文京

15:00 文京 １－２ 十文字 晴海 修徳

16:45 晴海 １－２ 修徳 十文字 文京

15:00 芦花 村田 東久留米 吉祥

16:45 東久留米 吉祥 芦花 村田

10:00 飛鳥 １－１ 村田 吉祥 十文字

11:45 十文字 ６－０ 吉祥 飛鳥 村田

13:30 文京 ３－１ 成立 東久留米 芦花

15:15 芦花 ２－４ 東久留米 文京 成立

15:00 晴海 １－３ 十文字 東久留米 修徳

16:45 修徳 ７－１ 東久留米 晴海 十文字

15:00 飛鳥 ５－０ 成立 吉祥 村田

16:45 村田 ６－０ 吉祥 飛鳥 成立

6月17日 日 晴海 13:30 文京 ０－０ 吉祥 晴海 晴海

15:00 晴海 ４－０ 東久留米 十文字 村田

16:45 十文字 ３－０ 村田 東久留米 晴海

15:00 芦花 ０－１ 成立 修徳 吉祥

16:45 修徳 １２－０ 吉祥 芦花 成立

6月24日 日 晴海 11:00 晴海 ０－０ 飛鳥 外部 当該チーム

15:00 晴海 ３－０ 村田 成立 十文字

16:45 十文字 ６－１ 成立 晴海 村田

15:00 飛鳥 ２－０ 修徳 東久留米 村田

16:45 村田 ７－４ 東久留米 修徳 飛鳥

16:45 村田 ０－３ 芦花 飛鳥 飛鳥

7月15日 日 飛鳥 飛鳥 ４－０ 吉祥 当該チーム 当該チーム

13:00 飛鳥 ３－０ 東久留米 成立 吉祥

14:45 文京 ３－１ 村田 飛鳥 東久留米

16:30 成立 ４－０ 吉祥 文京 村田

13:00 文京 ４－１ 芦花 吉祥 晴海

14:45 東久留米 ３－５ 成立 芦花 文京

16:30 晴海 １１－０ 吉祥 東久留米 成立
7月23日 月 東久留米 10:00 東久留米 ６－１ 吉祥 当該チーム 当該チーム

9:30 飛鳥 ０－０ 十文字 芦花 吉祥
11:15 芦花 ４－２ 吉祥 十文字 飛鳥

7月25日 水 東久留米 15:00 修徳 ５－０ 芦花 東久留米 東久留米
7月26日 木 東久留米 15:00 修徳 ５－１ 村田 東久留米 東久留米
8月15日 水 晴海 9:30 十文字 ８－１ 芦花 晴海 晴海
9月29日 土 晴海 15:30 十文字 ９－０ 東久留米 晴海 晴海
10月20日 土 晴海 15:00 晴海 ５－２ 成立 当該チーム 当該チーム
10月27日 土 晴海 15:30 十文字 １－１ 修徳 晴海 晴海

10:00 晴海 １－０ 文京 成立 村田
11:45 村田 ０－３ 成立 晴海 文京
14:00 飛鳥 ５－０ 芦花 東久留米 文京
15:45 文京 ２－０ 東久留米 芦花 飛鳥

12月22日 土 晴海 15:30 修徳 ３－１ 文京 晴海 晴海
13:00 修徳 ４－０ 成立 飛鳥 文京
14:45 飛鳥 ４－０ 文京 修徳 成立

※主審は、しっかりできるならば 生徒でもＯＫです。ユース審判の育成を考えています。
東京都女子サッカー連盟の ユース審判育成研修に当てられる場合もあります。
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