
会場 時間(40分ハーフ) HOME AWAY 主審・記録 副審
5月25日 日 十文字大学 14:00 十文字 10-0 芦花 十文字 芦花
5月31日 土 飛鳥 15:00 飛鳥 0-0 修徳 飛鳥 修徳
6月1日 日 芦花 10:00 芦花 1-9 東久留米 東久留米 芦花

15:00 晴海総合 4-0 東久留米 東京成徳 村田
17:00 村田女子 3-0 東京成徳 晴海 東久留米

6月21日 土 レッズランド 15:00 文京学院 1-0 村田女子 文京 村田
13:00 飛鳥 5-0 芦花 東京成徳 東久留米
14:45 東久留米 6-1 東京成徳 村田 修徳
16:30 修徳 雨天順延 村田女子 飛鳥 芦花

6月29日 日 十文字大学 9:00 十文字 雨天順延 成立学園 成立 十文字
7月6日 日 飛鳥 13:00 飛鳥 2-0 東久留米 東久留米 飛鳥
7月11日 金 新小岩 17:00 十文字 2-0 文京学院 十文字 文京
7月12日 土 東京成徳 10:00 東京成徳 9-0 芦花 東京成徳 芦花
7月16日 水 新小岩 17:00 文京学院 4-0 成立学園 文京 成立
7月18日 金 にいじゅく 修徳 5-1 村田女子 修徳 村田

13:00 晴海総合 5-0 芦花 飛鳥 飛鳥
15:00 成立学園 0-1 東久留米 芦花 晴海
17:00 飛鳥 2-1 文京学院 成立 東久留米

7月21日 月 東久留米 10:00 十文字 4-1 村田女子 東久留米 東久留米
10:00 東久留米 2-0 村田女子 修徳 十文字
12:00 十文字 2-5 修徳 村田 東久留米

7月31日 木 芦花 13:30 芦花 0-6 成立学園 芦花 成立
駒沢第二 17:00 成立学園 10-1 東京成徳 東京成徳 成立
駒沢補助 17:00 修徳 2-1 文京学院 修徳 文京学院
駒沢第二 18:40 十文字 5-1 成立学園 十文字 成立学園

16:00 修徳 9-1 東久留米 晴海 文京
18:00 晴海総合 0-1 文京学院 東久留米 修徳

8月19日 火 十文字大学 15:30 十文字 13-0 東京成徳 十文字 東京成徳
8月23日 土 東久留米 17:15 飛鳥 3-0 村田女子
9月28日 日 新小岩 10:00 十文字 1-4 晴海総合 十文字 晴海

13:00 飛鳥 19-0 東京成徳 成立 村田
15:00 村田女子 0-0 成立学園 東京成徳 飛鳥

10月4日 土 飛鳥 15:30 飛鳥 2-0 成立学園 飛鳥 成立
晴海 10:00 晴海総合 雨天順延 修徳 修徳 晴海

東京成徳 10:00 東京成徳 雨天順延 文京学院 東京成徳 文京
10月25日 土 飛鳥 15:30 飛鳥 3-1 十文字 飛鳥 飛鳥

9:30 晴海総合 3-0 村田女子 東京成徳 修徳
11:15 修徳 5-0 東京成徳 村田 晴海

晴海 10:00 晴海総合 1-0 成立学園 成立 晴海
芦花 14:00 芦花 延期 修徳 修徳 芦花

11月16日 日 晴海 9:30 文京学院 8-0 東京成徳 晴海 晴海
新小岩 11:15 十文字 4-2 東久留米 十文字 東久留米

13:30 芦花 1-4 文京学院 晴海 東京成徳
15:15 晴海総合 6-0 東京成徳 文京 芦花

11月24日 月 レッズランド 15:05 文京学院 2-2 東久留米 東久留米 文京
アミノバイタル 17:30 修徳 3-0 成立学園

飛鳥 13:00 飛鳥 3-0 晴海総合 飛鳥 晴海
12月21日 日 芦花 13:15 芦花 0-6 村田女子 芦花 村田

11:00 晴海総合 0-4 修徳 晴海 修徳
13:00 修徳 35-0 芦花 晴海 晴海
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