
日付 曜日 会場 時間(３５分ハーフ) HOME 結果 AWAY 主審・記録 副審

6月5日 日 野津田 15:00 成城学園 0-2 野津田 東京成徳 松原

6月5日 日 野津田 16:40 東京成徳 1-0 松原 成城学園 野津田

6月12日 日 飛鳥 13:15 飛鳥 1-1 成城学園 東京成徳 十文字

6月12日 日 飛鳥 15:00 東京成徳 1-3 十文字 飛鳥 成城学園

6月12日 日 野津田 15:00 若葉総合 0-0 吉祥女子 野津田 戸山

6月12日 日 野津田 16:40 野津田 4-1 戸山 若葉総合 吉祥女子

6月19日 日 飛鳥 13:15 王子総合 恵泉 飛鳥 東京成徳

6月19日 日 飛鳥 15:00 飛鳥 3-2 東京成徳 王子総合 恵泉

6月19日 日 若葉総合 13:00 若葉総合 0-2 成城学園 五商・大泉桜 八王子実践

6月19日 日 若葉総合 14:45 五商・大泉桜 八王子実践 若葉総合 成城学園

6月19日 日 野津田 15:00 渋谷教育 ＩＣＵ 野津田 松原

6月19日 日 野津田 16:40 野津田 1-0 松原 渋谷教育 ＩＣＵ

6月19日 日 戸山 14:20 板橋有徳 中村 十文字 戸山

6月19日 日 戸山 16:05 十文字 3-0 戸山 板橋有徳 中村

6月26日 日 野津田 15:00 成城学園 0-6 十文字 吉祥女子 野津田

6月26日 日 野津田 16:40 吉祥女子 1-1 野津田 成城学園 十文字

7月10日 日 飛鳥 13:00 飛鳥 1-0 若葉総合 東京成徳 吉祥女子

7月10日 日 飛鳥 14:45 東京成徳 1-0 吉祥女子 飛鳥 若葉総合

7月16日 土 十文字 15:00 若葉総合 1-9 十文字 吉祥女子 松原

7月16日 土 十文字 16;40 吉祥女子 2-0 松原 若葉総合 十文字

7月18日 月 飛鳥 12:00 飛鳥 2-1 野津田 東京成徳 戸山

7月18日 月 飛鳥 13:45 東京成徳 0-3 戸山 飛鳥 野津田

7月30日 土 戸山 14:00 飛鳥 1-1 松原 成城学園 戸山

7月30日 土 戸山 15:45 成城学園 0-3 戸山 飛鳥 松原

8月7日 日 戸山 9:00 中村 村田女子B 戸山 松原

8月7日 日 戸山 10:45 戸山 1-0 松原 他部 他部

8月10日 水 若葉総合 14:30 松原 0-3 成城学園 若葉総合 戸山

8月10日 水 若葉総合 16:15 若葉総合 6-0 戸山 成城学園 松原

8月13日 土 飛鳥 13:00 飛鳥 ０－１ 十文字 神田女学園 村田女子B

8月13日 土 飛鳥 14:45 神田女学園 村田女子B 飛鳥 十文字

8月24日 水 清瀬内山Ａ 9:00 大泉 ＩＣＵ 十文字 松原

8月24日 水 清瀬内山Ａ 10:50 十文字 10－0 松原 大泉 ＩＣＵ

9:50 八王子実践 広尾学園 成城学園 東京成徳

11:40 神田女学園 駒沢女子

13:30 成城学園 延期 東京成徳

13:00 飛鳥 延期 吉祥女子 若葉総合 東京成徳

14:45 若葉総合 延期 東京成徳 飛鳥 吉祥女子

大泉の選手権結果次第です。

9月22日 木 飛鳥

9月11日 日 清瀬内山C

大泉の選手権結果次第です。
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15:00 吉祥女子 0-1 成城学園 東京成徳 野津田

16:40 東京成徳 1-4 野津田 吉祥女子 成城学園

13:30 東大和 八王子実践 吉祥女子 戸山

14:45 吉祥女子 2-0 戸山 東大和 八王子実践

13:30 八王子 ＩＣＵ 若葉総合 野津田

14:45 若葉総合 2-1 野津田 八王子 ＩＣＵ

12:00 十文字 6-0 野津田 成城学園 東京成徳

13:40 東京成徳  1-5 成城学園 十文字 野津田

13:00 品川エトワール 国際 飛鳥 戸山

14:45 飛鳥 1-0 戸山 他部 他部

13:00 東大和 神田女学園 若葉総合 松原

14:45 若葉総合 1-1 松原 他部 他部

13:00 吉祥女子 1-2 飛鳥 若葉総合 東京成徳

14:45 若葉総合 2-1 東京成徳 吉祥女子 飛鳥

14:30

16:15 十文字 2-0 吉祥女子 日体桜華 日体桜華

11月23日 水

若葉総合

11月3日

日

若葉総合

10月30日 日 十文字

11月3日

日 飛鳥

10月10日 若葉総合月

10月2日 日 野津田

10月10日 戸山月

12月18日 日 十文字
練習試合 練習試合


