
令和4年 3⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

△0-0 ⼤⽊⼾SC
●0-1 Jホグワーツ
△1-1 FCおゆみ野

⇓ 5年⽣ プレミアリーグ ●0-7 ラルクヴェール千葉
△1-1 ラルクヴェール千葉
○3-0 ラルクヴェール千葉
○3-1 VIVAIO船橋
●0-1 レイソルTOR
○7-0 東郷SS
●0-2 高洲SCホッパーズ
○3-2 まつひだいSC
○2-0 ちはら台SC
○0-0 HANAZONO  2PK1
○3-1 VIVAIO船橋
○1-0 市川真間 A
●0-2 ⼤久保SC
○3-0 市川真間 B
△2-2 ⼤久保SC
△0-0 市川真間 A
△1-1 ⼤久保SC
●1-2 新浦安ユナイテッドFC
○7-2 市川真間DSC
○1-0 ちはら台SC
○6-0 国分寺台FC
○2-1 Jホグワーツ
○2-0 ちはら台SC
○4-0 国分寺台FC
○2-0 国分寺台FC
●0-1 ちはら台SC
○2-0 Jホグワーツ
●0-1 国分寺台FC
○4-0 パサニオール誉田FC
△0-0 ⼤⽊⼾SC
○12-0 ヴェール誉田
●0-2 FCおゆみ野
△1-1 千葉SC
△1-1 千葉SC
○1-0 千葉SC
●0-3 千葉SC
○1-0 千葉SC
○1-0 千葉SC
○1-0 FCリベレオ
●0-3 FCリベレオ
○3-0 FCリベレオ
●1-3 FCリベレオ
○1-0 FCリベレオ
△1-1 FCリベレオ
○1-0 FCリベレオ
○4-0 FCリベレオ
○3-1 FCリベレオ
△0-0FCリベレオ

3月27日（日） 5年⽣ 練習試合

⇓ 3年⽣ 練習試合

⇓ 3年⽣ホワイト 練習試合

3月20日（日） 6年⽣ホワイト 緑区⼤会 優勝︕

⇓ 4年⽣ プレミア順位決定リーグ

⇓ 3年⽣オレンジ 練習試合

⇓ 3年⽣ U9チャンピオンシップ 9位

3月19日（土） 5年⽣ 練習試合

⇓ 3年⽣ U9チャンピオンシップ 9位〜16位決定戦へ

3月13日（日） 5年⽣ プレミアリーグ

3月12日（土） 6年⽣オレンジ 緑区⼤会 準優勝!

⇓ 5年⽣ 練習試合



【8人制】
●0-2 ⼤森SC
○1-0 ⼤森SC
●0-5 ⼤森SC
△0-0 ⼤森SC
●0-2 ⼤森SC
○1-0 ⼤森SC

令和4年 1⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

○4-0 国分寺台FC GOLD
○4-0 国分寺台FC Platinum
○6-0 明神フェニックス
○4-0 千種FC
○2-1 レイソル⻑⽣
●0-1 コラソン
○2-0 イーグル
○1-0 磯部FC
○3-2 バディSC千葉B
【予選】
○2-1 東習志野FC
●2-5 FCトリアネーロ町田
○5-0 イーグルスキッズ
【決勝】
○5-0 FC HANAZONO○3-3 FCト
リアネーロ町田 PK1-2
●0-2 五井FCレッド
○1-0 SP-フッチSC
○1-0 SP-フッチSC
○1-0 SP-フッチSC

⇓ 5年⽣ 練習試合 ○4-0 SP-フッチSC
○2-0 SP-フッチSC
●1-2 SP-フッチSC
●0-1 SP-フッチSC
○1-0 SP-フッチSC
△1-1 SP-フッチSC
【予選リーグ】
○4-0 北習志野FC
●0-3 CFC
○3-2 千代田ライガー
【決勝トーナメント】
●0-3 北習志野FC
【3位決定戦】
○3-2 CFC
●0-1 アブレイズ千葉SC
○5-2 北⾙塚FC
【予選】
○6-1 FCクレア
○6-1 ⼤⽊⼾SC
○7-0 FCおゆみ野B
【決勝】
○5-1 FCおゆみ野A
○2-0 ⽮切SCアタック 予選１位
○5-0 FC浦安ブルーウィングス 2次予選進出

1月16日（日） 5年⽣ 緑区⼤会 優勝︕

⇓ 3年⽣ 千葉県⼤会

⇓ 1年⽣ イーグルス・フットサル⼤会 3位

1月15日（土） 6年⽣ホワイト 小学⽣⼤会

1月10日（月） 5年⽣ プレミアムリーグ

⇓ 4年⽣ 練習試合

⇓ 2年⽣ イーグルスカップ

⇓ 未就学児 イーグルス キッズ ミニ⼤会 準優勝︕

⇓ 2年⽣ 練習試合

1月9日（日） 3年⽣ U-9リーグ



千葉エリア ２位
8勝3敗

令和3年 12⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

△0-0 エスフェローザ八千代
△0-0 エスフェローザ八千代
●0-2 エスフェローザ八千代
【予選】
○3-0 京葉FC
△0-0 五井FCレッド
○2-1 明神フェニックス
【準決勝】
●0-2 FC幕⻄
【3位決定戦】
●0-2 五井FCレッド
【予選リーグ】 16チーム中2位
○3-0 鷺沼FC 準優勝︕
○4-0 ちはら台SC1
○5-0 谷津SC2
【決勝トーナメント】
○2-0 東習志野FC
○2-1 FC幕⻄
●0-1 新松⼾SC

12⽉5日（日） 6年⽣ CTC △3-3 VIVAIO PK4-2
●0-4 ちはら台FCレッド
○12-0 クレシエンテ成東
△2-2 Jホグワーツ
△0-0 ラルクヴェール千葉
●0-2 ラルクヴェール千葉
△0-0 ラルクヴェール千葉
○3-0 ときがねFC
○6-0 ちはら台FC
○2-0 TOHON
○4-0 菅野
●0-1 STフッチ
△0-0 HAMANO B
●1-2 STフッチ
●0-2 TOHON
○2-0 菅野
△0-0 HAMANO A
△1-1 FCアローズ
○4-0 HANAZONO B
△1-1 HANAZONO A
△2-2 ⼤和田FC
○3-0 東習志野FC
○2-0 東習志野FC
○4-0 HANAZONO A
△0-0 夏⾒FC
○2-0 夏⾒FC
○2-0 夏⾒FC
○2-0 夏⾒FC
○2-0 夏⾒FC
○1-0 夏⾒FC

12⽉11日（土）
5年⽣ プレミアリーグ

⇓

5年⽣ 練習試合

⇓

1年⽣ Bチーム フッチカップ

⇓

未就学児 練習試合

⇓ 3年⽣ 東総⼤会 予選 予選１位通過

⇓

1年⽣ Aチーム フッチカップ

⇓
4年⽣ 東総⼤会 予選

⇓
4年⽣ プレミアリーグ

⇓

4年⽣ 五井FC招待 4位

⇓

2年⽣ バブハウスカップU-8

1月22日（土） 3年⽣ U-9リーグ ○6-0 高根東SSS

12⽉4日（土）
4年⽣ プレミアリーグ



○5-0 夏⾒FC
○12-0 ⼤⽊⼾SC
○2-1 Jホグワーツ
【優勝決定戦】
○2-0 FCおゆみ野
○5-0 ⼤森SC
○4-2 高根東SSS
○4-3 IMDSCサックス
●0-1 JSC千葉
●0-1 JSC千葉
●1-2 JSC千葉
●0-2 JSC千葉
●1-4 JSC千葉
●0-2 JSC千葉
△1-1 JSC千葉
●1-6 JSC千葉
●0-4 JSC千葉
●0-5 JSC千葉
●0-3 JSC千葉
●0-4 JSC千葉
○2-1 JSC千葉
●0-3 千葉アミカルSC
●0-3 千葉アミカルSC
●0-3 千葉アミカルSC
○4-0 千葉アミカルSC
○1-0 FCアミスター
○5-0 向山イレブンSC
○1-0 北総ローヴァーズ
○3-0 ⾏徳SC
○3-0 FAVERZE 4勝1敗
○5-0 美浜FCコパソルＢ 2位
○10-0 FC幕⻄
●0-2 ⼤森SC
○3-1 美浜FCコパソルA

⇓ 2年⽣ フレンドリーマッチ ○4-0 ⼤森SC
●0-1 イーグルス
●0-3 千葉FC
●0-2 バディSC千葉A
○3-0 ときがねFC
○2-1 ちはら台SC
○5-0 宮野⽊SC
○5-0 ⼤和田FC
○3-0 葛城SC
○3-0 実住FC
△2-2 谷津SC
【準決勝】
●0-0 蘇我SC PK4-5
【3位決定戦】
○8-1 谷津SC
●0-2 ⼤森SC
○1-0 ⼤森SC
△1-1 ⼤森SC
○3-0 ⼤森SC

12⽉26日（日）

6年⽣オレンジ ほんま進杯 2日目 3位

⇓

4年⽣ 練習試合

12⽉25日（土）
6年⽣オレンジ ほんま進杯 1日目 ベスト4進出

⇓ 6年⽣ホワイト ほんま進杯 1日目 敗退

⇓
1年⽣ ちはら台招待

⇓ 1年⽣ 練習試合

12⽉18日（土）

3年⽣ 栄町商⼯会会⻑杯 予選リーグ 予選1位通過

12⽉19日（日）

2年⽣ ミニコパカップ

⇓

1年⽣ 練習試合

⇓

未就学児 練習試合

12⽉12日（日）

3年⽣ 東総⼤会 決勝リーグ 優勝︕

⇓
1年⽣ イーグルス予選最終 8戦7勝1敗



●0-1 ⼤森SC
●0-1 ⼤森SC
○2-0 ⼤森SC
●0-2 柏レイソルA.A.TOR'82 B
●0-2 柏レイソルA.A.TOR'82 A
○1-0 湖北台クラブ
●0-1 バディSC千葉
○6-0 JSC CHIBA
●0-3 KANAAMI
●0-4 レイソル⻑⽣
○3-0 Lazo
○1-0 バディSC千葉A

令和3年 11⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

ユナイテッドパークカップ ○10-0 宮野⽊SC
決勝トーナメント ○4-1 FCおゆみ野

○6-3 FC リベレオ 現在
○2-1 ラルクヴェール千葉 5勝2敗
●0-1 forte
【予選リーグ】
●1-2 FCおゆみ野
●0-2 ⼤⽊⼾SC A
○1-0 Jホグワーツ
【フレンドリーマッチ】
△0-0 パサニオール誉田FC
【予選リーグ】
○1-0 パサニオール誉田FC
○5-0 ⼤⽊⼾SC B
○2-1 JホグワーツB
【準決勝】
○4-0 ⼤⽊⼾SC A
○1-0 パサニオール誉田FC B 7チーム中
△0-0 FCおゆみ野 6位
●0-2 HAMANOブラック
●0-1 ⼤⽊⼾SC
△0-0 Jホグワーツ
●0-1 パサニオール誉田FC A
○2-0 パサニオール誉田FC B 7チーム中
○2-0 HAMANOホワイト 1位
○1-0 FCおゆみ野
△0-0 パサニオール誉田FC A
○2-0 ⼤⽊⼾SC
○2-0 Jボクワーツ
○5-0 パサニオール誉田FC A
△1-1 パサニオール誉田FC B
○5-0 パサニオール誉田FC A
○4-1 パサニオール誉田FC B
【フレンドリーマッチ】
△0-0 パサニオール誉田FC C
○3-0 パサニオール誉田FC C
【準決勝】
●0-3 FCアローズ
【3位決定戦】

⇓

未就学児 緑区⼤会 優勝︕

11⽉6日（土）

5年⽣
ユナイテッドパークカップ準
決勝

3位

⇓

1年⽣ホワイト 緑区⼤会

⇓

1年⽣ブラック 緑区⼤会

⇓

2年⽣オレンジ 緑区⼤会 3位

⇓

2年⽣ホワイト 緑区⼤会

11⽉3日（水） 5年⽣ 準決勝進出

⇓
3年⽣ U-9リーグ

⇓

3年⽣ 栄町商⼯会会⻑杯 1位リーグ 25チーム中5位

⇓

2年⽣
レイソル⻑⽣KERIOSAME
CUP

9チーム中5位



○3-0 美浜FCコパソル
○3-0 イーグルス
○1-0 イーグルス
○1-0 イーグルス
●0-1 イーグルス
●0-2 イーグルス
○2-0 イーグルス
●1-7 イーグルス
△0-0 イーグルス
【予選リーグ】
○2-0 Una PrimaveraA
○7-0 リアジール
○5-1 レイソル⻑⽣
○2-1 中野島FC
○1-0 GINGA B
【決勝トーナメント】
△1-1 GINGA A PK1-0
【準決勝】
●0-1 エクセレントフィート
○2-1 VITTORIAS FC
○1-0 VITTORIAS FC
●0-1 VITTORIAS FC
●0-2 VITTORIAS FC
●0-3 VITTORIAS FC
△0-0 VITTORIAS FC
○6-2 ちはら台FC
○6-1 北⾙塚FC

1年⽣ ○2-0 中志津SC
未就学児 ●2-3 イーグルス

○9-0 高洲ホッパーズ
【フリーマッチ】
●0-1 イーグルス
【予選リーグ】
○1-0 FCウイングス
○3-2 チームスポルトやちよ
○1-0 アヴァンスSC
【決勝トーナメント】
○1-0 中志津SC
△1-1 アヴァンスSC PK3-2
【予選】
○9-0 FCクレア
○3-1 Jホグワーツ
【準決勝】
○4-0 パサニオール誉田FC
【決勝】
○9-0 ⼤⽊⼾SC
【予選】
●0-1 パサニオール誉田FC
●0-1 ⼤⽊⼾SC
○6-0 五井FC
○10-0 若松エルフ
●1-2 CFC A
○11-1 CFC B

⇓

2年⽣ CFCカップ

⇓

4年⽣オレンジ 緑区⼤会 優勝︕

⇓
4年⽣ホワイト 緑区⼤会 予選敗退

⇓

イーグルスカップ

11⽉14日（日）

6年⽣ ジャニアス杯 優勝︕

⇓
4年⽣ 練習試合

⇓ 2年⽣ SUPER7

⇓

2年⽣ GINGA招待 3位

11⽉13日（土）
4年⽣ プレミアリーグ第3節

11⽉7日（日）
4年⽣ プレミアリーグ第2節

⇓

4年⽣ 練習試合



●1-5 柏レイソルAA⻑⽣
○5-0 FC.FRIENDS
○5-1 クレシエンテ成東
●2-3 柏レイソルAA⻑⽣
○5-0 FC.FRIENDS
●1-3 クレシエンテ成東
○1-0 イーグルスA
○1-0 エストゥーロA
●0-2 ラルクヴェールA
△1-1 ジンガA、B
●0-3 ジンガA、B
●0-2 イーグルスB
●0-5 ラルクヴェールA
△1-1 エストゥーロA、B
○5-2 柴山東
○6-1 イーグルスU7
○3-0 イーグルスキッズ
○5-3 HAMANO-B
○2-1 イーグルスU7
○3-1 イーグルスキッズ
●0-1 柴山東
●3-5 HAMANO-A
○4-0 新松⼾SC
○3-0 FCヴィレ
○6-1 パサニオール誉田FC
○2-0 FCおゆみ野
○9-0 ⼤⽊⼾SC
△0-0 Ｊホグワーツ

11⽉23日（火） 5年⽣ プレミアムリーグ ●1-4 VITTORIAS
△0-0 VITTORIAS
△0-0 VITTORIAS
【予選リーグ】
●0-1 ⼤久保SC
●0-2 FCアローズオレンジ
○1-0 磯辺FC
○3-1 FCアローズネイビー
【決勝トーナメント】
○6-0 磯辺FC
【準決勝】
●0-4 ⼤久保SC
○4-1 パサニオール誉田FC
△0-0 FC根郷
【優勝決定戦】
○1-0 FC幕⻄
○5-0 アレグラッソ
○1-0 ⼤和田FC
【優勝決定戦】
△0-0 CFC PK 0-2
○1-0 ちはら台FC 16チーム中
○1-0 SCアレグラッソ君津 4位
△0-0 アブレイズ千葉SC
【決勝トーナメント】
○1-0 パサニオール誉田FC White

⇓

1年⽣ブラック おゆみ野カップ

⇓

3年⽣ホワイト HAMANO招待プリンスリーグ 優勝︕

⇓

3年⽣オレンジ HAMANO招待 準優勝︕

⇓ 5年⽣ 練習試合

⇓

4年⽣ ミニアローズカップ 3位

11⽉21日（日） 5年⽣ 千葉県⼤会1次リーグ 2次リーグ進出

⇓

3年⽣ 緑区⼤会 優勝︕

⇓

未就学児A イーグルス キッズ ミニ⼤会 優勝︕

⇓

未就学児B イーグルス キッズ ミニ⼤会 3位

11⽉20日（土）

5年⽣オレンジ 練習試合

⇓

5年⽣ホワイト 練習試合

⇓

1年⽣ 柏ﾚｲｿﾙAA⻑⽣交流戦



●0-2 北⾙塚FC
【3位決定戦】
●0-2 SCアレグラッソ君津
△0-0 北⾙塚FC 16チーム中
△0-0 Jホグワーツ 8位
△0-0 アベーリャス
【決勝トーナメント】
●0-0 パサニオール誉田FC Blue
PK2-3
△1-1 ちはら台SC
●0-3 市川中央支部
●0-1 ちはら台SC
○1-0 ちはら台SC
○1-0 ちはら台SC
○1-0 ちはら台SC
●0-1 ちはら台SC
●0-1 ちはら台SC
△0-0 ちはら台SC
△0-0 ちはら台SC
【10分／本】
● 0-2 FCアローズ
◯ 1-0 FCアローズ
◯ 9-0 FCアローズ
● 0-1 FCアローズ
◯ 4-0 FCアローズ
◯ 2-0 FCアローズ
◯ 2-0 FCアローズ
● 0-1 FCアローズ
◯ 7-0 FCアローズ
○8-0 Jホグワーツ
○7-0 FCクレア
○7-0 FCおゆみ野
【予選】
○3-0 幕張リバティーズ
△0-0 ⼤森SC
【決勝】
△0-0 稲毛FC PK 3-5
【予選】
●0-3 磯辺FC
△0-0 幕張リバティーズ
【３位決定戦】
●0-4 草野FC
●0-2 トリムJr
○5-0 芝山クルセイド

令和3年 10⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

○1-0 白幡FC
△0-0 白幡FC
○1-0 白幡FC
△1-1 白幡FC
○1-0 白幡FC
●1-3 白幡FC
○3-0 白幡FC

10⽉2日（土）

4年⽣ 練習試合

⇓

6年⽣ホワイト 稲毛杯

⇓ 5年⽣オレンジ 千葉市⼤会 2次リーグ敗退

⇓
3年⽣ホワイト 緑区⼤会チャレンジリーグ 優勝︕

11⽉28日（日）

6年⽣オレンジ 稲毛杯

⇓

4年⽣ 練習試合

⇓

未就学児 練習試合

11⽉27日（土） 6年⽣ 東京ベイカップ

⇓
4年⽣ プレミアムリーグ

⇓

1年⽣オレンジ おゆみ野カップ



○2-0 白幡FC
○2-1 バディーSC千葉
△1-1 美浜FCコパソル
○3-1 バディーSC千葉
●0-2 美浜FCコパソル
○4-1 バディーSC千葉
△0-0 美浜FCコパソル
○3-0 美浜FCコパソル
●1-3 バディーSC千葉
○2-0 美浜FCコパソル
●0-6 バディーSC千葉
○3-0 美浜FCコパソル
●0-1 美浜FCコパソルバディー
●0-1 ちはら台SC
○5-0 ちはら台SC
○1-0 ちはら台SC
○1-0 ちはら台SC
●0-1 ちはら台SC
●0-1 ちはら台SC
○1-0 ちはら台SC
○1-0 ちはら台SC
○2-0 ちはら台SC
【15分／ハーフ】
○4-0 ちはら台SC
○6-0 ちはら台SC
○4-0 ちはら台SC
【20分／本】
△1-1 ちはら台SC
○2-0 高根東SSS
○6-0 東習志野FC
○2-1 中志津SC
○5-0 ACカラクテル
○4-0 ACカラクテル
○4-0 ACカラクテル
○3-1 ACカラクテル
○7-0 ACカラクテル
○4-2 ACカラクテル

千葉市⼤会 1回戦 ○5-0 パサニオール誉田FC
千葉市⼤会 2回戦 ●0-4 コラソン千葉 B

⇓ 5年⽣オレンジ 千葉市⼤会 2回戦 ●0-9 GINGA A
●0-1 風早レクト
●1-2 レイソル⻑⽣
●0-2 新浦安ユナイテッド
△0-0 中志津SC
△0-0 風早レクト
△0-0 レイソル⻑⽣
○1-0 新浦安ユナイテッド
●0-1 中志津SC
【予選リーグ】
●0-6 オーパスワンＡ
●1-2 IF LEVANTE
●0-4 GINGA F.C.
【決勝リーグ】下位リーグ

⇓

3年⽣ 練習試合

⇓

1年⽣ カンピオナット関東U-7

⇓

2年⽣ 練習試合

10⽉9日（土） 5年⽣ホワイト

⇓

3年⽣ 練習試合

⇓
2年⽣ イーグルスカップ

⇓

5年⽣ホワイト 練習試合

⇓

4年⽣ 練習試合

10⽉3日（日）

5年⽣オレンジ 練習試合



△0-0 レイソル⻑⽣
●0-2 オーパスワンB
●1-3 GINGA F.C.
【予選】
○3-0 RED CLOVER
○2-0 ⼤久保SC
○2-1 ⾏田東FC
【決勝】
△0-0 PK 4-5
○4-2 レイソル⻑⽣
●0-6 リアジール
●1-7 TDFC
○7-0 アレグラッソ君津

【フリーマッチ】
○3-2 レイソル⻑⽣
●1-5 TDFC
【8人制 15分／本】
●1-2 トリプレッタSC
△0-0 トリプレッタSC
△1-1 トリプレッタSC
○2-0 トリプレッタSC
△1-1 トリプレッタSC
△1-1 トリプレッタSC
△2-2 トリプレッタSC
△0-0 トリプレッタSC
○2-1 ときがねFC
●0-2 FCボレイロ成田

⇓ 4年⽣ プレミアリーグ ●1-2 船橋イレブン2002
●0-1 船橋イレブン2002
●1-3 船橋イレブン2002
○4-0 船橋イレブン2002
△1-1 千葉SC
○1-0 千葉SC
△2-2 千葉SC
●1-2 千葉SC
△0-0 千葉SC
○4-0 東習志野FC
○3-0 東習志野FC
○6-0 東習志野FC
○5-0 東習志野FC
△0-0 北⾙塚FC
○1-0 北⾙塚FC
○1-0 北⾙塚FC
○4-0 北⾙塚FC
○2-0 北⾙塚FC
○1-0 北⾙塚FC
○4-0 北⾙塚FC
○2-0 北⾙塚FC
○3-0 北⾙塚FC
○1-0 JSC千葉
○1-0 JSC千葉
●0-1 JSC千葉

10⽉23日（土）

4年⽣ 練習試合

⇓

3年⽣オレンジ 練習試合

⇓

1年⽣ 練習試合

⇓

未就学児B 練習試合

10⽉17日（日） 6年⽣ホワイト 野菊杯

⇓
4年⽣ 練習試合

10⽉16日（土）

2年⽣A 練習試合

⇓

2年⽣B 練習試合

10⽉10日（日）

3年⽣
プラタナス杯（⼤久保招待⼤
会）

準優勝︕

⇓

2年⽣ 柏レイソル⻑⽣CUP 8チーム中5位



○3-1 JSC千葉
△0-0 JSC千葉
△0-0 JSC千葉
△2-2 JSC千葉
●0-1 JSC千葉
△0-0 東習志野FC
○12-0 東習志野FC
○1-0 東習志野FC
○5-0 東習志野FC
○11-0 東習志野FC
●0-3 東習志野FC
△1-1 東習志野FC
○6-0 東習志野FC
○8-0 FAVERZE
△2-2 ラルクヴェール千葉
【予選】
△1-1 バディSC千葉
○6-0 JOGO
○6-0 宮野⽊SC

1年⽣ ○4-0 バディSC千葉A
未就学児 ○3-2 コラソン千葉

【フリーマッチ】
○1-0 フォルマーレ
○6-0 東習志野FC

令和3年 9⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

●1-2 ACカラクテル
○1-0 ACカラクテル
△1-1 ACカラクテル
○4-2 ACカラクテル
●0-2 ACカラクテル
○4-3 ACカラクテル
△0-0 ACカラクテル
●2-3 ACカラクテル
○2-0 JSC千葉
○3-0 JSC千葉
●0-2 JSC千葉
○2-1 JSC千葉
○2-1 JSC千葉
○6-0 JSC千葉
○2-0 JSC千葉
○2-1 ⼤森SC
△1-1 ⼤森SC
△1-1 FCクオーレ
●1-2 FCクオーレ
●3-4 FCクオーレ
●0-2 ⼤森SC
○1-0 ⼤森SC
△1-1 ⼤森SC
○3-0 ⼤森SC
●0-3 ⼤森SC
○2-0 ⼤森SC
●0-1 バディーSC 千葉⇓

9⽉12日（日）

6年⽣ブラック 練習試合

⇓

6年⽣ 練習試合

9⽉4日（土）

3年⽣ 練習試合

9⽉6日（⽉）

5年⽣ 練習試合

10⽉30日（土）

5年⽣ ユナイテッドパークカップ 予選2位

⇓

イーグルスカップ

⇓

未就学児W 練習試合

10⽉24日（日） 2年⽣ SUPER7

⇓

3年⽣ホワイト 練習試合

⇓

未就学児O 練習試合



○3-0 トリプレッタSC
○2-1 花園SC
○3-1 トリプレッタSC
△0-0 花園SC
●0-4 フォルマーレ
●0-2 トリプレッタSC
○1-0 花園SC
●1-2 バディーSC千葉
●0-2 フォルマーレ
△0-0 バディーSC千葉
●0-2 フォルマーレ
●0-1 花園SC
△0-0 トリプレッタSC
●0-2 石塚FC
△0-0 石塚FC
△1-1 石塚FC
○1-0 石塚FC
△1-1 石塚FC
○1-0 石塚FC
●0-2 バディSC千葉
○3-0 ちはら台SC
○7-0 ⾏徳SC
○8-0 ⾏徳SC
○5-0 ⾏徳SC
○4-0 ⾏徳SC
○5-0 ⾏徳SC
○7-0 JSC千葉
○4-2 JSC千葉
△2-2 JSC千葉
○6-0 JSC千葉
○4-0 JSC千葉
○4-1 JSC千葉
○5-0 ⾠⺒台FC
○2-0 ⾠⺒台FC
○5-0 ⾠⺒台FC
○5-0 ⾠⺒台FC
○2-0 ⾠⺒台FC
○2-0 ⾠⺒台FC
○2-0 ⾠⺒台FC
○7-0 ⾠⺒台FC
○1-0 Wings
△1-1 Wings
○2-1 Wings
○9-0 船橋JYS
○11-0 船橋JYS
○4-2 HANAZONO
○9-1 HANAZONO
○6-0 パサニオール誉田
●1-3 イーグルスU-8

【フリーマッチ】
○4-1 イーグルス
●3-4 ⼤森SC

⇓

2年⽣ イーグルスカップ

⇓

6年⽣ホワイト 練習試合

⇓

2年⽣ Wings招待U-8交流戦

⇓

2年⽣ 練習試合

9⽉23日（木）

6年⽣オレンジ 練習試合

9⽉19日（日）

6年⽣ 練習試合

9⽉20日（⽉） 3年⽣ U9リーグ

5年⽣オレンジ 練習試合

⇓

5年⽣ホワイト 練習試合



△1-1 パサニオール誉田FC
●0-3 石塚FC
△1-1 石塚FC
●0-1 石塚FC
○2-0 FCリベレオ
○2-1 FCリベレオ
○2-1 FCリベレオ
○4-3 バディSC千葉A
○3-0 バディSC千葉A
○6-1 バディSC千葉B
○1-0 FCLAZO
○2-1 FCLAZO
●0-2 バディSC千葉A
●1-2 バディSC千葉A
○1-0 バディSC千葉B
●0-1 バディSC千葉B
●1-2 FCLAZO

令和3年 8⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

○2-1 高根東SSS
△0-0 高根東SSS
●1-2 高根東SSS
△3-3 高根東SSS
○2-0 高根東SSS
△0-0 高根東SSS
△1-1 高根東SSS
△1-1 高根東SSS
△1-1 高根東SSS
●0-1 高根東SSS
●0-1 国分寺台FCブラック
○4-0 国分寺台FCブラック
△0-0 国分寺台FCブラック
○3-0 国分寺台FCブラック
●0-1 国分寺台FCブラック
【予選リーグ】
○ 3-1 CFC
○ 3-0 東習志野FC
【決勝リーグ】
○1-0 バディSC千葉 A
○4-2 バディSC千葉 Ｂ
○4-1 バディSC千葉 C
●0-1 ⼤森SC
●0-2 バディーSC千葉W
●0-2 石塚FC
●0-10 バディーSC千葉 S
△0-0 バディーSC千葉 W
●0-2 バディーSC千葉 W
○1-0 石塚FC
○2-0 石塚FC
○1-0 バディSC千葉ホワイト
●0-4 バディSC千葉サックス
●0-3 バディSC千葉サックス
○1-0 ⼤森SC

8⽉7日（土）

6年⽣ホワイト フレンドリーマッチ

⇓

6年⽣オレンジ フレンドリーマッチ

⇓

6年⽣ 練習試合

⇓

1年⽣ バディ杯 優勝︕

8⽉1日（日）

6年⽣オレンジ 練習試合

⇓

6年⽣ホワイト 練習試合

⇓

2年⽣A 練習試合

⇓

2年⽣B 練習試合

9⽉26日（日）

6年⽣ 練習試合



⇓ 5年⽣ プレミアリーグ △2-2 東習志野FC
○1-0 東習志野FC
△0-0 東習志野FC
○2-0 東習志野FC
△0-0 東習志野FC
●0-2 JACPA千葉
○1-0 JACPA千葉
●0-1 JACPA千葉
●1-2 作草部FC
○1-0 作草部FC
△1-1 作草部FC
●0-3 柏マイティーFC
●0-1 VITTORIAS
●2-3 エスフェローザ八千代B
●1-2 三⾥塚FC
●0-3 JEFエリート
●0-2 CIイレブン
○2-0 三⾥塚FC
△1-1 船橋トレセン PK2-3
○5-1 HAMANO JFCホワイト
○1-0 エスフェローザ八千代B
○2-6 ちはら台SC
●1-5 HAMANO JFCオレンジ
○4-0 ⻄小仲台FC
○2-1 千葉美浜FCｺﾊﾟｿﾙ
○4-2 ⻄小仲台FC
○3-1 ⼤⽊⼾SC
○3-0 ⼤⽊⼾SC
●2-3 FC FRENDS
【予選】
○5-1 セレステ成田
○3-1 藤崎SC

【準決勝】
○2-0 バディーSC千葉

【決勝】
●1-2 エスフェローザ八千代�
△1-1 TDFC
●0-1 SP-FUTE
○4-0 パサニオール誉田
●0-4 TDFC
【予選】
△2-2 FCトリムジュニア1
●0-2 城北ボレアス
△0-0 印⻄FC2
●0-3 FC幕⻄

【予選3、4位トーナメント】
○3-1 FC根郷
△2-2 リバプールFC PK4-3
【予選リーグ】
○3-0 バディーSC千葉 C
○5-2 中志津SC

⇓

2年⽣ バブハウスカップ 11チーム中5位

⇓

2年⽣ バディカップ 9チーム中3位

⇓

5年⽣オレンジ HAMANO招待 準優勝︕

⇓

3年⽣ ⻑⽣フレンドリーフェスタ

8⽉21日（土）

6年⽣ 練習試合

⇓ 6年⽣ 育成リーグ

8⽉13日（⾦）
6年⽣オレンジ エスフェカップ

⇓
6年⽣ホワイト エスフェカップ

8⽉12日（木）
6年⽣オレンジ エスフェカップ

⇓
6年⽣ホワイト エスフェカップ

⇓

5年⽣ 練習試合

8⽉9日（⽉）

6年⽣ 練習試合



【順位別リーグ】
●1-3 ちはら台SC
△2-2 バディーSC千葉 B
●1-2 エストゥーロ八千代
●0-1 トリプレッタSC
△0-0 HAMANO JFCホワイト
●0-3 Forte K-2
●0-2 東習志野FC
△0-0 HAMANO JFCオレンジ
△3-3 城⻄JFC
●0-2 宮野⽊SC

【予選突破】
●2-6 千葉SC

【プリンスリーグ3位決定戦】
△2-2 宮野⽊SC PK0-2

令和3年 7⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

○12-1 ジョカーレ
○22-0 FC幕⻄   22-0

7⽉4日（日） 6年⽣オレンジ
関東少年サッカー⼤会 千葉県
代表決定戦

●0-5 花園SC

○2-1 草野FC
○1-0 バディSC千葉W
【15分/本】
○2-0 稲毛FC
○1-0 高洲SCホッパーズ
○1-0 石塚FC
△0-0 稲毛FC
●0-1 高洲SCホッパーズ
●0-4 高洲SCホッパーズ
●0-2 石塚FC
●1-2 稲毛FC
●1-5 稲毛FC
●0-4 稲毛FC
△0-0 稲毛FC
○13-0 千葉FC
○6-1 蘇我SC
○3-0 美浜FCコパソル
○2-0 FC幕⻄
○4-0 Vitto
○2-0 美浜FCコパソル
○1-0 イーグルス
●0-1 イーグルス
○2-1 イーグルス
○2-0 バディSC千葉
△1-1 バディSC千葉
○3-0 バディSC千葉
●1-5 イーグルス
○1-0 イーグルス
●1-4 イーグルス
●0-1 バディSC千葉

⇓

2年⽣B 練習試合

⇓

3年⽣ 練習試合

⇓

2年⽣A 練習試合

⇓

6年⽣ホワイト 練習試合

⇓ 5年⽣オレンジ 千葉市⼤会 予選 全勝予選１位通過

⇓ 5年⽣ホワイト 千葉市⼤会 予選

7⽉10日（土）

6年⽣オレンジ 練習試合

⇓

6年⽣ブラック HAMANO JFCサマーカップ

7⽉3日（土） 5年⽣オレンジ 千葉市⼤会 予選

8⽉22日（日）
6年⽣オレンジ HAMANO JFCサマーカップ

⇓
6年⽣ホワイト HAMANO JFCサマーカップ

2年⽣ バディカップ 9チーム中3位



●0-4 バディSC千葉
●1-4 バディSC千葉
○3-0 ⻄小中台FC
○9-0 葛城SC
【15分/本】
●0-1 FCリベレオ
○3-0 国分寺台FC
○3-0 FCリベレオ
○1-0 国分寺台FC
○1-0 FCリベレオ
△0-0 FCリベレオ
△1-1 FCリベレオ
○4-0 国分寺台FC
◯5-0 千葉FC
◯5-0 パサニオール誉田FC W
◯5-0 柏レイソルA.A⻑⽣
【予選1位通過】
◯5-0 イーグルス
◯2-1 柏レイソルA.A⻑⽣
〇3-0 葛城FC
〇3-2 FCクオーレ千葉
△0-0 蘇我SC
〇3-0 葛城FC
〇1-0 蘇我SC
●1-3 千葉美浜FCコパソル
●0-2 エストゥーロ八千代
○8-1 高洲ホッパーズSC
○7-1 ⼤多喜SC
○9-3 レイソル⻑⽣U7
○7-1 レイソル⻑⽣U6
○3-0 FC Cantera
○4-0 FC Cantera
○8-0 FC Cantera
○9-0 FC Cantera
○4-0 FC Cantera
○4-0 FC Cantera
△1-1 Jホグワーツ
○1-0 Jホグワーツ
●0-1 Jホグワーツ
○2-1 Jホグワーツ
○4-3 Jホグワーツ
●0-2 Jホグワーツ
○2-0 Jホグワーツ
△0-0 Jホグワーツ
【7人制】
●1-2 トリプレッタ
●0-1 トリプレッタ
○1-0 トリプレッタ
△0-0 ちはら台FC
○2-1 ちはら台FC
○3-0 ちはら台FC
【6人制】
●0-9 トリプレッタ

⇓

2年⽣ 練習試合

⇓

1年⽣ レイソル⻑⽣招招待

7⽉18日（日）

4年⽣ 練習試合

7⽉17日（土） 6年⽣ 育成リーグ

⇓

6年⽣ 練習試合

⇓

3年⽣ 練習試合

⇓

未就学児 パサニ招待 優勝︕

7⽉11日（日） 5年⽣ホワイト 千葉市⼤会 予選 全勝予選１位通過



△0-0 トリプレッタ
○1-0 トリプレッタ
●1-2 ちはら台FC
○3-0 ちはら台FC
△2-2 ちはら台FC
○2-0 ちはら台FC
●0-2 Wings U-12
○ 7-0 碑文谷FC
● 0-8 FCラルクヴェール千葉

TM(15分ハーフ)
○ 1-0 FCリベレオ
● 0-2 東習志野FC
● 0-2 FCリベレオ
○ 4-0 FCHANAZONO U-12

TM(15分ハーフ)
●2-4 FCラルクヴェール千葉
【予選】
○2-0 稲毛FC
○1-0 CIイレブン
【決勝】
●0-1 八⽊が谷北FC
【予選】
●0-3 国分寺台FC
△1-1 若松エルフ
【順位決定戦】
○4-1 蘇我SC
○9-0 美浜FCコパソル
○4-2 トッブサイドアウル
○5-1 レッドクローバーSC
○ 3-1 FC HANAZONO
● 0-2 FCラルクヴェール千葉U-
●1-2 FCみらい
○ 5-0 碑文谷FC
● 2-3 レッドクローバーSC
【予選】
△0-0 バディーSC千葉ホワイト
○4-0 FCヴィレ
【3位決定戦】
●0-2 高州ホッパーズ
【予選】
○3-0 FCフレンズ
●0-1 本田FC
【3位決定戦】
○2-1 千葉FC
●0-5 GINGA FC
●0-3 FC.Forte K-2
●0-4 HAMANOオレンジ
●0-6 FC.Forte K-2
●0-3 GINGA FC
●0-3 HAMANOオレンジ
○3-2 GINGA FC

⇓

1年⽣ホワイト 練習試合

⇓

4年⽣オレンジ HAMANO招待 4位

⇓

4年⽣ホワイト HAMANO招待 3位

7⽉23日（⾦）
6年⽣オレンジ SUPER COPA

⇓
6年⽣ホワイト SUPER COPA

⇓

4年⽣ホワイト HAMANO招待 5位

⇓ 3年⽣ U-9リーグ

⇓

6年⽣ホワイト SUPER COPA

⇓

4年⽣オレンジ HAMANO招待 準優勝︕

7⽉22日（木）

6年⽣オレンジ SUPER COPA



○3-0 FC.Forte K-2
○3-1 FC.Forte K-2
●0-1 GINGA FC
○6-0 HAMANOホワイト
△2-2 FC.Forte K-2
○3-0 GINGA FC
○3-0 HAMANOホワイト
○3-1 FC.Forte K-2
△2-2 GINGA FC
○1-0 南市川JFC
△0-0 南市川JFC
●1-2 南市川JFC
△0-0 南市川JFC
△0-0 南市川JFC
○2-0 南市川JFC
○2-0 南市川JFC
△0-0 南市川JFC
●0-1 南市川JFC
△0-0 南市川JFC
○16-0 アブレイズ千葉SC
○13-0 FCリベレオ

令和3年 6⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

●0-4 JEF千葉 U-12
●0-7 JEF千葉 U-12
●0-6 JEF千葉 U-12
●0-9 JEF千葉 U-12
○2-1 葛城SC
○4-0 作草部FC
〇12-0 アレスアスナロFC 千葉
○11-0 FCクオーレ
○2-0 千葉SC
●0-1 小中台FC
○3-0 千葉SC
○2-0 小中台FC
○6-1 千葉SC
○1-0 小中台FC
○2-0 千葉SC
○1-0 小中台FC
△0-0 千葉SC
△0-0 千葉SC
○1-0 千葉SC
△0-0 千葉SC
○1-0 千葉SC
●0-1 千葉SC
○7-0 宮野⽊SC
○10-0 千草台ディライト
○2-0 FCおゆみ野
●0-4 ちはら台SC
○2-1 ⼤森SC
○1-0 千葉FC
○2-0 ⼤森SC
△0-0 千葉FC

⇓

3年⽣ 練習試合

6⽉12日（土） 5年⽣ 育成リーグ

6⽉13日（日） 6年⽣トップ U-12リーグ

⇓

2年⽣A 練習試合

⇓

2年⽣B 練習試合

⇓ 6年⽣ホワイト U-12リーグ

⇓ 3年⽣ 千葉市⼤会

⇓ 2年⽣ SUPER 7

6⽉6日（日）

6年⽣トップ 練習試合

7⽉25日（日）

4年⽣オレンジ 練習試合

⇓

4年⽣ホワイト 練習試合

⇓

1年⽣オレンジ 練習試合



○1-0 ⼤森SC
△0-0 千葉FC
○5-0 柏レイソルA.A⻑⽣
●1-3 柏レイソルA.A⻑⽣
△0-0 レッドクローバーSC
●0-1 レッドクローバーSC
△0-0 レッドクローバーSC
△0-0 稲毛FC
●1-2 稲毛FC
△0-0 稲毛FC
●0-2 三⾥塚FC
●0-4 ジェフ千葉
○3-0 ジョカーレFC
○4-0 フロインツ
△1-1 アブレイズ千葉SC
●0-1 アブレイズ千葉SC
〇1-0 アブレイズ千葉SC
●0-1 アブレイズ千葉SC
〇2-0 アブレイズ千葉SC
〇1-0 アブレイズ千葉SC
△1-1 アブレイズ千葉SC
〇1-0 アブレイズ千葉SC
△0-0 アブレイズ千葉SC
〇2-0 アブレイズ千葉SC
〇2-0 アブレイズ千葉SC
〇2-0 アブレイズ千葉SC
△0-0 アブレイズ千葉SC
〇4-0 アブレイズ千葉SC
〇1-0 アブレイズ千葉SC
〇2-0 アブレイズ千葉SC
●0-1 アブレイズ千葉SC
〇2-0 アブレイズ千葉SC
○3-1 蘇我SC
○4-0 北⾙塚FC
○5-0 イーグルス

6⽉27日（日） 3年⽣ 千葉市⼤会 決勝トーナメント ○3-0 コラソン千葉
【7人制】
○2-0 ちはら台SC
○5-0 蘇我SC
○5-0 ちはら台SC
○3-0 蘇我SC
○5-1 ちはら台SC
○7-0 蘇我SC

【6人制】
●0-2 ちはら台SC
△1-1 ちはら台SC
△0-0 ちはら台SC
○2-0 蘇我SC
○4-0 蘇我SC
○5-0 蘇我SC

令和3年 5⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

⇓

2年⽣ 練習試合

⇓

未就学児 練習試合

6⽉26日（土）
未就学児 イーグルスキッズミニ⼤会 優勝︕

⇓ 3年⽣ 千葉市⼤会 決勝トーナメント

⇓

1年⽣ 練習試合

6⽉20日（日）

6年⽣ホワイト 練習試合

⇓ 6年⽣オレンジ U-12リーグ

6⽉19日(土) 3年⽣ 練習試合



〇11-0 みつわ台南SC
〇21-0 FC Cuore千葉

⇓ 4年⽣オレンジ 千葉市⼤会 予選 〇15-0 JACPA千葉
◯1-0 FCラルクヴェール千葉
◯2-1 イーグルス
◯2-1 FCラルクヴェール千葉
△1-1 イーグルス
●0-4 FCラルクヴェール千葉
◯1-0 イーグルス
◯2-0 FCラルクヴェール千葉
● 0-3 イーグルス
●0-1 VIVAIO船橋
△0-0 VIVAIO船橋
○1-0 VIVAIO船橋
●2-3 VIVAIO船橋
●0-1 VIVAIO船橋
●0-6 VIVAIO船橋
【予選】
○6-1 蘇我SC
○10-0 鷹SC
【決勝トーナメント】
○5-0 ⼤森SC
○9-0 FCおゆみ野ブルー
○1-0 レグルスFC
【予選】
○6-1 鷺沼SC
○3-1 五井FC
【決勝トーナメント】
△0-0 ときがねFC PK4-3
●0-1 レグルスFC【3位決定戦】
●0-2 FCおゆみ野ブルー
●0-2 ⼤森SC
△0-0 ⼤森SC
○2-0 ⼤森SC
△0-0 ⼤森SC
△0-0 ⼤森SC
○1-0 ⼤森SC
●0-2 ⼤森SC
●0-2 ⼤森SC

⇓ 4年⽣オレンジ 千葉市⼤会 予選 ○15-0 レグルスFC
○11-0 みつわ台南SC
○21-0 FC cuore千葉
△1-1 アミカルSC
○12-0 JOGO
【予選リーグ】
○6-0 五井FC
○1-0 鷺沼FC
○3-0 東習志野FC
○3-0 ときがねFC
【決勝トーナメント】
○2-1 ちはら台SC
○4-0 FC HANAZONO
△2-2 トリプレッタSC PK2-0

⇓

4年⽣ホワイト 千葉市⼤会 予選 予選1位通過

⇓

2年⽣ HAMANO招待 優勝︕

5⽉5日（水）

6年⽣オレンジ 練習試合

⇓

6年⽣ホワイト 練習試合

⇓

5年⽣オレンジ 三友杯 順位決定戦 優勝︕

⇓

5年⽣ホワイト 三友杯 順位決定戦 4位

⇓

1年⽣ 練習試合

5⽉4日（火）

6年⽣ 練習試合

5⽉1日（土） 4年⽣ホワイト 千葉市⼤会 予選



【予選】
○1-0 千葉FC
△0-0 東習志野FC
△ 0-0 イーグルス
【決勝トーナメント】
△ 0-0 HAMANOホワイト PK2-3
△ 1-1 イーグルス PK3-2
【予選】
○2-0 パサニオール誉田FC
○5-2 北習志野FC
○3-0 北⾙塚FC
【決勝トーナメント】
△0-0 HAMANOオレンジ PK3-2
○2-0 北習志野FC
○6-1 葛城FC
●0-1 バディSC千葉

5⽉9日（日） 6年⽣オレンジ U-12リーグ ○8-0 FC. Cantera
⇓ 6年⽣ホワイト U-12リーグ ○3-0 ちはら台FC

●1-3 ちはら台SC
●0-1 ちはら台SC
○1-0 FCおゆみ野
●0-4 ちはら台SC
○2-0 JSC千葉
○2-1 JSC千葉
●0-2 JSC千葉
△0-0 JSC千葉
○3-0 JSC千葉

5⽉29日（土） 6年⽣ 育成リーグ ○4-0 ⼤和田FC
○3-0 蘇我SC
○4-0 ⻄小中台FC
○1-0 市川真間A
○4-0 市川真間A
●0-1 市川真間A
○9-0 市川真間B
●1-3 蘇我SC
△0-0 ⻄小中台FC
○1-0 ⻄小中台FC
●0-3 市川真間A
○2-1 市川真間B
●0-1 市川真間B
○3-0 アブレイズ千葉SC
△2-2 GINGA

令和3年 4⽉
開催日 学年 試合・大会名 戦績 結果

△0-0 Wings
●0-1 Wings
●0-2 Wings
〇1-0 Wings
〇3-0 Wings
●0-2 Wings
●0-4 Wings
〇14-0 東東⾦SC
〇6-0 ちはら台FCホワイト

4⽉3日（土）

4年⽣ 練習試合

⇓ 4年⽣ 東総⼤会 予選 予選1位

⇓

6年⽣ホワイト 練習試合

⇓ 3年⽣ 千葉市⼤会

5⽉24日（⽉）

3年⽣ 練習試合

5⽉30日（日）

6年⽣オレンジ 練習試合

5⽉8日（土） 4年⽣オレンジ 千葉市⼤会 予選 2位通過

⇓

4年⽣ホワイト 練習試合

⇓

1年⽣オレンジ HAMANO招待 3位

⇓

1年⽣ホワイト HAMANO招待 優勝︕



〇1-0 FC FRIENDS
●1-6 クレシエンテ成東
〇1-0 千葉FC
〇3-1 千葉FC
〇5-1 千葉FC
〇2-1 千葉FC
〇3-0 千葉FC
〇1-0 千葉FC
〇2-1 千葉FC
〇2-0 千葉FC
〇4-1 FC.FRIENDS
〇13-0 一宮ウイングス
〇9-0 パサニオール誉田FC
〇3-0 幕張リバティーズ
〇1-0 FCアローズ
〇3-0 稲毛FC
【5人制 8分/本】
△1-1 ちはら台
〇2-0 ちはら台
〇4-0 ちはら台
△1-1 ちはら台
〇3-0 ちはら台
〇3-0 ちはら台
△0-0 ちはら台
〇2-1 ちはら台
△1-1 ちはら台
【7人制】
〇3-0 ちはら台SC
〇1-0 ちはら台FC
【5人制 8分/本】
〇4-0 ちはら台
●0-1 ちはら台
〇4-1 ちはら台
〇3-0 ちはら台
〇4-1 ちはら台
△1-1 ちはら台
〇2-0 ちはら台
〇1-0 ちはら台
〇4-0 ちはら台
〇5-0 稲毛FC
〇1-0 千草台ディライトFC
【準決勝】
●1-3 FCおゆみ野
【3位決定戦】
〇2-1 ちはら台FC
●0-4 ⼤⽊⼾SC
△0-0 パサニオール誉田FCピンク
〇1-0 ACカラクテル
〇3-0 ちはら台FC
◯5-0 Jホグワーツ 通算4勝0敗
◯10-0 ⻄小中台FC 得失点差＋21
〇3-0 葛城FC
〇2-0 葛城FC

⇓

6年⽣オレンジ 練習試合

⇓ 3年⽣ 東総⼤会 予選

4⽉17日（土） 6年⽣ 育成リーグ

4⽉11日（日）

5年⽣ 東総 決勝リーグ 3位

⇓ 4年⽣ 東総 決勝リーグ

⇓

1年⽣B 練習試合

4⽉10日（土） 6年⽣ 育成リーグ 2勝0敗

⇓

3年⽣ HAMANO招待 優勝︕

⇓

1年⽣A 練習試合

⇓

6年⽣ホワイト 練習試合

⇓ 5年⽣ 東総⼤会 予選 予選1位

4⽉4日（日） 6年⽣ 東総⼤会 予選

⇓

6年⽣オレンジ 練習試合



〇2-0 葛城FC
〇5-0 葛城FC
〇2-0 葛城FC
〇5-1 葛城FC
〇3-0 葛城FC
△0-0 葛城FC
〇4-0 北⾙塚FC
△1-1 イーグルス
〇3-0 北⾙塚FC
〇3-0 イーグルス
〇1-0 VIVAIO （U-9,10）
〇3-1 北⾙塚FC
〇1-0 イーグルス
●1-6 北⾙塚FC
〇3-2 イーグルス
●0-3 北⾙塚FC
△3-3 イーグルス
●0-1 イーグルス
◯1-0 北⾙塚FC
●0-2 ｲｰｸﾞﾙｽ
◯3-0 北⾙塚FC
〇2-0 ｲｰｸﾞﾙｽ
●0-1 北⾙塚FC
◯4-0 ｲｰｸﾞﾙｽ
〇2-0 北⾙塚FC
○1-0 北⾙塚FC
〇1-0 北⾙塚FC
○3-0 北⾙塚FC
△0-0 北⾙塚FC
△0-0 北⾙塚FC
〇7-0 マリーナFC
〇10-0 マリーナFC
〇16-0 マリーナFC
〇12-0 マリーナFC
〇5-0 マリーナFC
〇4-0 マリーナFC
〇4-0 マリーナFC
〇5-1 マリーナFC
〇3-0 マリーナFC
【準決勝】
〇3-0 jホグワーツ
【決勝】
〇3-0 FCときがね
●0-1 花園SC
〇3-0 花園SC
△2-2 花園SC
△1-1 花園SC
〇7-0 花園SC
〇3-0 花園SC
●2-4 花園SC
〇4-1 花園SC
〇1-0 花園SC
◯2-1 花園SC

⇓

2年⽣ 練習試合

⇓

⇓

4年⽣ホワイト 練習試合

⇓

3年⽣ 東総⼤会 決勝 優勝︕

⇓
6年⽣ホワイト 練習試合

⇓

4年⽣オレンジ 練習試合

⇓

1年⽣ 練習試合

4⽉18日（日）
6年⽣オレンジ 練習試合

⇓

3年⽣ 練習試合

⇓

2年⽣ 練習試合

6年⽣オレンジ 練習試合

⇓

6年⽣ホワイト 練習試合



●1-2 花園SC
◯3-0 花園SC
●0-1 花園SC
◯2-1 花園SC
◯1-0 花園SC
△0-0 花園SC
◯1-0 花園SC
△0-0 花園SC
◯5-0 花園SC
◯3-0 花園SC
◯1-0 花園SC
〇2-0 JOGO
●1-3 エストゥーロ八千代
●0-4 FCリベレオ
●1-4 ボレイロ成田
△0-0 若松エルフ
〇3-0 レッドクローバーSC
〇2-1 エスフェローザ八千代
〇4-0 エスフェローザ八千代
●0-1 エスフェローザ八千代
〇2-0 ブリオベッカ浦安
△0-0 エスフェローザ八千代
●0-1 エスフェローザ八千代
〇1-0 エスフェローザ八千代
〇2-1 ブリオベッカ浦安

4⽉25日（日）

4年⽣オレンジ 練習試合

⇓

4年⽣ホワイト 練習試合

⇓ 6年⽣オレンジ U12リーグ

⇓ 6年⽣ホワイト U12リーグ

1年⽣Bチーム 練習試合

4⽉24日（土） 6年⽣ 育成リーグ

1年⽣Aチーム 練習試合


