
日程・結果表  

月　日 曜日 会　場 キックオフ （Ｈ） 点 点 （Ａ） 部 主審・4審・記録 副審

東大和 1 0 大泉 １部 東京実業 成城学園

成城学園 東京実業 ２部 東大和 大泉

八王子学園 恵泉女学園 ２部 国分寺 世田谷総合

国分寺 2 0 世田谷総合 １部 八王子学園 恵泉女学園

合同イースト ICU高校 ３部 世田谷総合 戸山

世田谷総合 12 0 戸山 １部 合同イースト ICU
国際 帝京 ３部 大泉 世田谷総合

大泉 1 2 世田谷総合 １部 国際 帝京

戸山 1 7 若葉総合 １部 東京成徳 吉祥女子

東京成徳 吉祥女子 ２部 戸山 若葉総合

佼成学園 駒沢女子 ３部 野津田 狛江

野津田 0 6 狛江 １部 佼成学園女子 駒沢女子

八王子実践 第四商業 ３部 大妻多摩 日大三

清瀬 渋谷教育学園 ３部 第四商業 八王子実践

大妻多摩 5 0 日大三 １部 清瀬 渋谷教育学園
東大和 2 2 国分寺 １部 合同West 広尾学園

合同ウエスト 広尾学園 ３部 東大和 国分寺
日大三 1 4 狛江 １部 芦花・恵泉 芦花・恵泉
芦花 恵泉女学園 ２部 日大三 狛江

八王子実践 渋谷教育学園 ３部 大妻多摩 国分寺
大妻多摩 1 3 国分寺 １部 八王子・渋谷 八王子・渋谷
吉祥女子 青梅総合 ２部 若葉総合 大泉
若葉総合 2 5 大泉 １部 吉祥・青梅 吉祥・青梅

戸山 1 3 大泉 １部 王子総合 王子総合

狛江 2 1 東大和 １部 品川エトワール 相互

合同イースト 広尾学園 ３部 大妻多摩 野津田

大妻多摩 3 0 野津田 １部 合同イースト 合同・広尾
国分寺 0 2 狛江 １部 千早 国際
千早 国際 ３部 国分寺 狛江

大泉 1 1 大妻多摩 １部 国分寺 国分寺
江戸川女子 成城学園 ２部 若葉総合 野津田
若葉総合 5 0 野津田 １部 江戸川女子 成城学園

戸山 2 4 大妻多摩 １部 日大三 相互

大泉 0 5 狛江 １部 東京成徳 相互

芦花 成城学園 ２部 東大和 日大三

東大和 3 0 日大三 １部 芦花成徳 芦花成徳

若葉総合 2 2 日大三 １部 野津田 東大和

野津田 0 5 東大和 １部 若葉総合 日大三

狛江 12 0 戸山 １部 野津田 野津田

東大和 4 0 大妻多摩 １部 千早 佼成学園女子

千早 佼成学園女子 ３部 東大和 大妻多摩

青梅総合 東京成徳 ２部 世田谷総合 日大三

世田谷総合 2 1 日大三 １部 青梅・成徳 青梅・成徳

狛江 4 1 世田谷総合 １部 成城恵泉 成城恵泉

成城学園 恵泉女学園 ２部 狛江 世田谷総合

狛江 6 0 若葉総合 １部 戸山 日大三

戸山 2 0 日大三 １部 狛江 若葉総合

第五商業 青梅総合 ２部 国分寺 大泉

国分寺 7 1 大泉 １部 五商青梅 五商青梅

千早 清瀬 ３部 世田谷総合 大妻多摩

世田谷総合 2 1 大妻多摩 １部 千早 清瀬

新人戦① 新人戦 新人戦②
新人戦② 新人戦 新人戦①
東久留米総 第五商業 新人戦 国分寺高校 野津田高校

国分寺 6 0 野津田 １部 東久留米総合 第五商業

世田谷総合 3 0 若葉総合 １部 野津田 日大三

野津田 0 1 日大三 １部 世田谷総合 若葉総合

王子総合 広尾学園 ３部 東大和 戸山

東大和 10 0 戸山 １部 ３部 ３部

狛江 9 1 大妻多摩 １部 ２部 ２部

芦花 八王子学園 ２部 狛江 大妻多摩

若葉総合 0 3 東大和 １部 日大三 大泉

日大三 5 0 大泉 １部 若葉総合 東大和

国分寺 7 0 戸山 １部 世田谷総合 野津田

世田谷総合 2 0 野津田 １部 国分寺 戸山

若葉総合 0 3 大妻多摩 １部 野津田 戸山

野津田 1 1 戸山 １部 若葉総合 大妻多摩

第五商業 吉祥女子 ２部 日大三 国分寺

恵泉女学園 東京成徳 ２部 ２部 ２部

日大三 2 0 国分寺 １部 ２部 ２部

江戸川女子 八王子学園 ２部 東大和 世田谷総合

東大和 0 0 世田谷総合 １部 ２部 ２部

国分寺 3 0 若葉総合 １部 大泉 野津田

大泉 0 5 野津田 １部 国分寺 若葉総合

2022年1月9日全日程終了

令和３年度　第４１回東京都女子サッカーリーグ　高校の部　１部リーグ　


