
会場 時間(40分ハーフ) HOME AWAY 主審・記録 副審
10:00 晴海総合 2-0 芦花 飛鳥 五商
12:00 飛鳥 9-0 第五商業 晴海 芦花

十文字大学 16:30 十文字 3-1 村田女子 十文字 村田
14:15 飛鳥 0-0 晴海総合 芦花 野津田
16:00 芦花 3-2 野津田 晴海 飛鳥
9:20 芦花 0-4 十文字 成立 五商
11:00 成立学園 12-3 第五商業 十文字 芦花
15:30 修徳 0-2 飛鳥 村田 晴海
17:10 晴海総合 1-0 村田女子 修徳 飛鳥

6月16日 日 飛鳥 11:00 飛鳥 9-0 野津田 飛鳥 野津田
6月19日 水 新小岩 17:30 十文字 5-1 文京学院 十文字 文京

十文字大学 15:00 十文字 5-1 成立学園 十文字 成立
15:00 芦花 6-0 文京学院 修徳 村田
16:45 修徳 6-0 村田女子 文京 芦花

6月23日 日 芦花 10:00 芦花 0-10 修徳 芦花 修徳
7月6日 土 飛鳥 15:30 飛鳥 2-0 成立学園 飛鳥 成立

13:00 飛鳥 9-3 芦花 修徳 五商
14:45 修徳 6-0 第五商業 十文字 野津田
16:30 十文字 17-0 野津田 芦花 飛鳥

7月14日 日 晴海 10:00 晴海総合 8-0 野津田 晴海 晴海
7月18日 木 葛飾 11:15 修徳 2-1 十文字 修徳 十文字
7月19日 金 レッズランド 13:00 文京学院 0-5 村田女子 文京 村田

飛鳥 飛鳥 4-0 文京学院 飛鳥 飛鳥・文京
14:45 晴海総合 4-0 第五商業 修徳 成立
16:30 修徳 2-1 成立学園 晴海 五商

7月21日 日 晴海 10:00 野津田 2-2 第五商業 晴海 晴海
13:00 晴海総合 2-1 十文字 成立 芦花
14:45 成立学園 8-0 芦花 晴海 十文字

7月31日 水 晴海 10:00 成立学園 4-0 野津田 晴海 晴海
8月1日 木 にいじゅく 14:30 文京学院 3-1 野津田 文京 文京
8月10日 土 晴海 13:00 芦花 3-2 第五商業 晴海 晴海
8月12日 月 惣右衛門 14:20 十文字 24-0 第五商業 五商 十文字
9月21日 土 飛鳥 16:00 文京学院 6-1 第五商業 飛鳥 飛鳥
9月27日 金 駒沢第二 18:00 十文字 5-0 飛鳥 十文字 飛鳥
10月6日 日 沼南町 13:00 修徳 9-0 文京学院 修徳 修徳
10月19日 土 晴海 16:00 晴海総合 3-0 成立学園 晴海 晴海
10月27日 日 芦花 10:00 芦花 0-5 村田女子 村田 芦花
11月10日 日 レッズランド 11:00 文京学院 1-1 成立学園 文京 成立
11月23日 土 晴海 15:30 村田女子 0-2 第五商業 晴海 晴海

10:00 村田女子 6-1 野津田 晴海 文京
12:00 晴海総合 4-0 文京学院 野津田 野津田

12月21日 土 飛鳥 15:30 飛鳥 1-0 村田女子 飛鳥 村田
10:00 晴海総合 1-0 修徳 村田 成立
12:00 村田女子 3-0 成立学園 修徳 修徳
14:00 修徳 4-0 野津田 晴海 晴海

＊主審は、しっかりできるならば生徒でもよいです。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。

平成25年度　第33回東京都女子サッカーリーグ　高校１部リーグ　試合日程
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