2017/6/17

★2016･U-15選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsｽﾎﾟﾙﾃｨﾝｸﾞ品川 △１－１(1-0･0-1)
vsｱﾛｰﾚはちきた
△０－０(0-0･0-0)
vs青梅ＦＣ
〇４－０(2-0･2-0)
vs東京小山
〇２－１(2-0･0-1)
※2次ﾘｰｸﾞ2位となり決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出
◆決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
・１回戦… vsFC府中

０－１１(0-3･0-8)

※決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦敗退

2017/6/17

★2016･U-14選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsプロメテウス △２－２(2-0･0-2)
vsトリプレッタ ●１－２(0-0･1-2)
vsｺﾝﾌｨｱｰﾙ町田
●０－２(0-0･0-2)
vsラッフル瑞穂 〇１－０(0-0･1-0)
※2次ﾘｰｸﾞ3位敗退

2017/6/17

★2016･U-13選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsプラウド
vs杉並ＦＣ
vs本郷中
vsあきる野
vs九曜
vs世田谷ＦＣ

●０－３(0-2･0-1)
●０－１(0-0･0-1)
○４－０(2-0･2-0)
〇３－０(2-0･1-0)
△０－０(0-0･0-0)
△０－０(0-0･0-0)

※2次ﾘｰｸﾞ4位敗退

2017/6/14

★2016 高円宮杯･地域ﾌﾟﾚｰｵﾌ･試合結果
◆１回戦…vsｵｰﾚ国立
◆２回戦…vs荏原一中

〇６－１(2-0･4-1)
〇７－０(4-0･3-0)

2017/6/14

◆決定戦…vsﾍﾟﾗｰﾀﾞ

〇０－１(0-1･0-0)

上記結果により敗退

2017/6/14

★2016･Ｔﾘｰｸﾞ(U-15)･前期～後期･試合結果
◆前期ﾘｰｸﾞ
vs城北中
vsルキノ
vsＴＣＵ
vsアミーゴ
vsFC目黒
vsｻﾙﾊﾞﾄｰﾚ
vsリオFC
vsあきる野

●０－４(0-3･0-1)
〇１６－０(4-0･12-0)
〇３－１(2-0･1-1)
〇４－０(0-0･4-0)
△０－０(0-0･0-0)
●０－１(0-0･0-1)
〇２－０(1-0･1-0)
△１－１(1-1･0-0)

◆後期ﾘｰｸﾞ
vsリオFC
vsあきる野
vsＴＣＵ
vsアミーゴ
vs城北中
vsルキノ
vsFC目黒
vsｻﾙﾊﾞﾄｰﾚ

●０－１(0-0･0-1)
〇３－０(3-0･0-0)
〇２－１(1-0･1-1)
●１－２(1-0･0-2)
〇８－１(4-1･4-0)
〇１２－０(3-0･9-0)
●１－２(1-0･0-2)
〇２－０(1-0･1-0)

※前期成績により､ﾌﾟﾚｰｵﾌ進出
※前期･後期の試合結果により､年間ﾘｰｸﾞ順位…４位

2016/2/10

★2015･U-14選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vs杉並ＦＣ
○１－０(0-0･1-0)
vsHIBARI
○３－１(2-0･1-1)
vs東京ﾍﾞｲ
●０－３(0-1･0-2)
vsKSCｳｪﾙﾈｽ
●０－１(0-1･0-0)
※2次ﾘｰｸﾞ3位・3次ﾘｰｸﾞ進出
◆3次ﾘｰｸﾞ
vs東京久留米
vsトリプレッタ
vsフレンドリ－
vsサルバト－レ

●０－３(0-1･0-2)
●０－２(0-1･0-1)
●０－６(0-3･0-3)
●０－１(0-0･0-1)

※3次ﾘｰｸﾞ4位敗退

2016/2/10

★2015･U-13選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ

2016/2/10

◆2次ﾘｰｸﾞ
vsトリプレッタ △１－１(1-1･0-0)
vs九曜
○１－０(0-0･1-0)
vs駿台学園中
○１－０(0-0･1-0)
vs東京ﾍﾞｲ
●０－１(0-0･0-1)
vs駿台学園中
○１－０(0-0･1-0)
vs三鷹FA
●１－２(0-0･1-2)
vsＩＰＤ
○６－０(2-0･4-0)
※2次ﾘｰｸﾞ4位敗退

2016/2/10

★2015高円宮杯U-15･東京都ﾄｰﾅﾒﾝﾄ★
1回戦… シード
2回戦… vsスクデット

○３－３(2-1･1-2)・PK5-4

3回戦… vsアジュント

●０－３(0-2･0-1)

※Ｂﾌﾞﾛｯｸﾄｰﾅﾒﾝﾄ(ﾌﾞﾛｯｸはＡ～Ｄ) “ﾍﾞｽﾄ１０”

2016/2/10

★2015･Ｔﾘｰｸﾞ全都(U-15)･前期～後期･試合結果
◆前期ﾘｰｸﾞ
vs田口FA
●１－６(0-1･1-5)
vsFCＧＯＮＡ
●０－２(0-0･0-2)
vsかえつ有明中 △３－３(0-1･3-2)
vs多摩大目黒中 ●１－３(0-1･1-2)
vs杉並ｱﾔｯｸｽ
△２－２(2-2･0-0)
vsFC府中
●１－３(0-2･1-1)
vs東京ﾍﾞｲ
●１－４(0-3･1-1)
◆後期ﾘｰｸﾞ
vs田口FA
●０－４(0-2･0-2)
vs多摩大目黒中 △０－０(0-0･0-0)
vsFCＧＯＮＡ
●０－１(0-0･0-1)
vs杉並ｱﾔｯｸｽ
△０－０(0-0･0-0)
vsFC府中
●０－１(0-0･0-1)
vsかえつ有明中 ●０－３(0-2･0-1)
vs東京ﾍﾞｲ
○３－２(1-0･2-2)
※全都ﾘｰｸﾞの為､高円宮杯東京都ﾄｰﾅﾒﾝﾄ出場権獲得
※前期･後期の結果により､次年度地域ﾘｰｸﾞ降格

2015/6/16

★2015･U-15選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vs東京ﾍﾞｲ
vsﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ
vsｽｸﾃﾞｯﾄ

●２－４(0-0･2-4)
●１－３(0-2･1-1)
△３－３(1-1･2-2)

上記結果により､2次ﾘｰｸﾞ敗退

2015/6/16

★2014 全都ﾘｰｸﾞ参入戦★
1回戦… 抽選によりｼｰﾄﾞ
2回戦… vs久我山中

○２－２(1-0･1-2) PK4-2

3回戦… vsGABE

●０－２(0-0･0-2)

参入決定戦… vsRARGO

○０－０(0-0･0-0) PK4-3

※上記結果により“2015全都ﾘｰｸﾞ参入”決定

2015/6/16
★2014高円宮杯U-15･東京都ﾄｰﾅﾒﾝﾄ★
1回戦… vs東海大菅生中 ○４－１(1-0･3-1)
2回戦… vsリオFC

○２－１(1-0･1-1)

3回戦… vsﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ

●０－１(1-0･0-1)

※Ｂﾌﾞﾛｯｸﾄｰﾅﾒﾝﾄ(ﾌﾞﾛｯｸはＡ～Ｄ) “ﾍﾞｽﾄ１０”
2014/12/1

★2014･Ｔﾘｰｸﾞ(U-15)前期～後期･試合結果
◆前期ﾘｰｸﾞ
vs東京朝鮮中
○４－１(3-1･1-0)
vs町田相原
○１－０(0-0･1-0)
vsKSCｳｪﾙﾈｽ
●１－２(1-1･0-1)
vs荏原一中
○２－０(0-0･0-0)
vs杉並ｿｼｵB
○８－０(4-0･4-0)
◆後期ﾘｰｸﾞ
vsKSCｳｪﾙﾈｽ
○２－１(1-0･1-1)
vs杉並ｿｼｵB
○９－０(2-0･7-0)
vs荏原一中
○４－１(2-0･2-1)
vs東京朝鮮中 ●３－４(2-1･1-3)
vs町田相原
●０－３(0-1･0-2)
※前期結果により､高円宮杯東京都ﾄｰﾅﾒﾝﾄ出場権獲得
※前期･後期の結果により､全都ﾘｰｸﾞ参入戦の権利獲得

2014/12/1

★2014･U-13選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsﾅｻﾛｯﾄ
●０－１(0-0･0-1)
vsKSCｳｪﾙﾈｽ ●０－３(0-1･0-2)
vs荏原一中 ●０－２(0-0･0-2)
vs練馬FC
●１－２(0-1･1-1)

vs府ﾛｸ
2014/12/1

●１－３(0-1･1-2)

★2014･U-15選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ
●０－３(0-2･0-1)
vs九曜
●０－３(0-2･0-1)
vs世田谷FC ●１－２(0-0･1-2)
vsｴｽﾌｧﾙｿ
○９－１(6-0･3-1)

2014/4/30

★2013･U-14選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ

2013/11/1

◆2次ﾘｰｸﾞ
vsﾌﾟﾗｳﾄﾞ
●０－３(0-2･0-1)
vs練馬FC
○２－０(1-0･1-0)
vsﾙｷﾉ
○２－０(1-0･1-0)
vsHIBARI
○３－１(1-0･2-1)
vsｺﾝﾌｨｱｰﾙ町田 ●０－２(0-2･0-0)
★2013･Ｔﾘｰｸﾞ(U-15)前期～後期･試合結果
◆前期ﾘｰｸﾞ
vsｻﾙﾊﾞﾄｰﾚ
●０－５(0-3･0-2)
vs日大三中
●０－３(0-3･0-0)
vsＩＰＤ
○４－１(3-0･1-1)
vsｱﾛｰﾚはちきた △０－０(0-0･0-0)
vs朝鮮第五中 ○３－１(2-0･1-1)
◆後期ﾘｰｸﾞ
vsｻﾙﾊﾞﾄｰﾚ
●１－３(0-2･1-1)
vsｱﾛｰﾚはちきた ○４－０(2-0･2-0)
vsＩＰＤ
○７－１(5-1･2-0)
vs日大三中
○５－０(2-0･3-0)
vs朝鮮第五中 ○２－１(0-0･2-1)

2013/11/1

★2013･U-13選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ

2013/11/1

◆2次ﾘｰｸﾞ
vs大森FC
△１－１(0-0･1-1)
vs九曜FC
△１－１(1-1･0-0)
vsｱﾛｰﾚはちきた ●１－２(1-0･0-2)
vsﾘｵFC
△２－２(2-1･0-1)
★2013･U-15選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsﾊﾞﾘｵｰﾚ
○３－１(0-0･3-1)
vsｸﾘｱｰｼﾞｭ ●０－３(0-1･0-2)
vs世田谷FC ●１－４(1-2･0-2)
vs本南FC
○５－２(3-1･2-1)

2013/4/21

★2012･U-14選手権大会･試合結果

2013/4/21
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ

2012/11/6

◆2次ﾘｰｸﾞ
vs町田ｾﾞﾙﾋﾞｱ
●０－５(0-4･0-1)
vs青山SC
○４－１(1-0･3-1)
vsｱﾛｰﾚはちきた ●０－１(0-0･0-1)
vsｺﾝﾌｨｱｰﾙ町田 ○２－１(1-0･1-1)
★2012高円宮杯･全日本ﾕｰｽｻｯｶｰU-15選手権大会結果★
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsあきる野
vsﾌﾟﾛﾒﾃｳｽ
vs東京小山
vsCYD
vsｱﾙﾃ八王子
vsPOMBA立川

○２－１(0-0･2-1)
△１－１(1-1･0-0)
○４－０(3-0･1-0)
○２－０(1-0･1-0)
△１－１(1-1･0-0)
○３－１(1-0･2-1)

◆都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1回戦… vs深川四中 ●３－３(3-1･0-2) PK４－５

2012/5/28

★2012,U-15選手権大会･試合結果
◆1次次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vs田口FA
○4-0(1-0･3-0)
vsｸﾞﾛﾘｱ
○2-1(2-0･0-1)
vs東京八王子 ○6-1(2-1･4-0)
vsFC渋谷
○2-1(1-0･1-1)
◆3次ﾘｰｸﾞ
vs三鷹FA
●0-4(0-2･0-2)
vs世田谷FC ○4-2(4-0･0-2)
vsARTE八王子 ○2-1(1-1･1-0)
vsｼﾞｪﾌｧ
●0-1(0-0･0-1)
◆決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1回戦 vsFC駒沢
○1-1(0-0･1-1) PK5-4
2回戦 vsFC多摩
●0-5(0-1･0-4)
※関東大会第９代表\決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1回戦 vs東京久留米 ●1-2(1-1･0-1)

2011/11/7

成績 〝★東京都ベスト１６★〟
★2011･高円宮杯･全日本ﾕｰｽｻｯｶｰU-15選手権･試合結果
◆1次次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsﾚｯﾄﾞｽﾀｰ
vsSK-ONZE
vs両国
vsAJUNT
vs大宮ｿｼｵ

○３－１(2-0･1-1)
△０－０(0-0･0-0)
○４－１(3-0･1-1)
●０－４(0-2･0-2)
●１－３(0-1･1-2)

2011/5/30

★2011･U-15選手権大会･試合結果
◆1次ﾄｰﾅﾒﾝﾄｼｰﾄﾞ

2011/1/30

◆2次ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
１回戦 vsFC府中 ●０－４(0-2･0-2)
★2010･U-14選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsKSCｳｪﾙﾈｽ
●０－１(0-0･0-1)
vs帝京FC
●０－４(0-0･0-4)
vsﾅｻﾛｯﾄ
△１－１(1-0･0-1)
vs田口FA
○４－２(3-0･1-2)
◆3次ﾘｰｸﾞ
vs杉並ｱﾔｯｸｽ ●０－４(0-3･0-1)
vsﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ
●１－５(0-1･1-4)
vs緑山SC
○３－２(0-1･3-1)
vs東京ベイ
●０－１(0-1･0-0)

2010/9/20

★2010高円宮杯･全日本ﾕｰｽｻｯｶｰU-15選手権大会結果★
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ

2010/5/29

◆2次ﾘｰｸﾞ
vsSK-ONZE
vsﾍﾞｲｴﾘｱ
vsFC台東

●１－２(0-1･1-1)
○１８－０(7-0･11-0)
△０－０(0-0･0-0)

◆3次ﾘｰｸﾞ
vsｺﾝｿﾙﾃ
vs町田相原
vs杉並FC
vsリオ

○１－０(0-0･1-0)
○１－０(1-0･0-0)
●２－４(2-3･0-1)
○２－１(0-1･2-0)

◆都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
1回戦… vs駿台学園中 ●１－３(0-0･1-3)
★U-15選手権大会･試合結果
◆1次ﾘｰｸﾞｼｰﾄﾞ
◆2次ﾘｰｸﾞ
vs杉並ｱﾔｯｸｽ △１－１(1-0･0-1)
vs東京ｳｴｽﾄ △２－２(1-0･1-2)
vsVIGORE
○２－０(1-0･1-0)

2010/2/16

◆3次ﾘｰｸﾞ
vsあきる野
○２－１(1-0･1-1)
vsPOMBA立川 △１－１(0-0･1-1)
vs町田JFC
●１－７(0-3･1-4)
vsJACPA東京 ●０－３(0-0･0-3)
★U-14選手権大会･試合結果
◆2次ﾘｰｸﾞ
vsLARGO
vsFC台東
vsｿﾙｺﾘｰﾅ

●0-1
○2-0
○9-1

vsKSCｳｴﾙﾈｽ ○3-2
vs大宮ｿｼｵ
○2-0
◆3次ﾘｰｸﾞ
vsFC渋谷
○2-0(1-0･1-0)
vsﾘｵ
●1-3(0-2･1-1)
vsｲﾝﾃﾘｵｰﾙ
○1-0(1-0･0-0)
vsFC GONA
●0-2(0-1･0-1)

2009/12/15

◆4次ﾘｰｸﾞ
vsFC東京深川 ●0-4(0-2･0-2)
vsﾌﾚﾝﾄﾞﾘ－
●1-3(0-1･1-2)
vsｺﾝｿﾙﾃ
●0-3(0-2･0-1)
◆U-14選手権･3次ﾘｰｸﾞ試合結果
vsFC渋谷
○2-0(1-0･1-0)
vsﾘｵ
●1-3(0-2･1-1)
vsｲﾝﾃﾘｵｰﾙ
○1-0(1-0･0-0)
vsFC GONA
●0-2(0-1･0-1)
…３次ﾘｰｸﾞ･２勝２敗･勝ち点６の結果により､ﾘｰｸﾞ２位となり､４次ﾘｰｸﾞ進出となります。

2009/10/24

ﾁｰﾑ関係者の皆様､試合の応援･ご協力､誠に有難うございました｡
◆U-14選手権･2次ﾘｰｸﾞ試合結果
vsLARGO
●0-1
vsFC台東
○2-0
vsｿﾙｺﾘｰﾅ
○9-1
vsKSCｳｴﾙﾈｽ ○3-2
vs大宮ソ\シオ ○2-0
…2次ﾘｰｸﾞ･4勝1敗･勝ち点12の結果により､ﾘｰｸﾞ1位となり､3次ﾘｰｸﾞ進出となります。

2009/7/7

ﾁｰﾑ関係者の皆様､試合の応援･ご協力､誠に有難うございました｡
◆2009･U-13選手権大会
２Ｇｸﾞﾙｰﾌﾟ…明和蹴球会･石神井ﾏﾒｯｸｽFC･落合中･ﾌﾟﾛﾒﾃｳｽ･駿台学園中
◆2009･U-14選手権大会
２Ｈｸﾞﾙｰﾌﾟ…石神井ﾏﾒｯｸｽFC･KSCｳｪﾙﾈｽ･大宮ｿｼｵ･1次ﾘｰｸﾞAｸﾞﾙｰﾌﾟ1位･Bｸﾞﾙｰﾌﾟ2位･Cｸﾞﾙｰﾌﾟ1位

2008/5/21

※U-13大会･U-14大会ともに９月以降開始となります。
▽平成20年度 U-15選手権大会試合結果
４月 ６日(日)
４月１２日(土)
４月２６日(土)
４月２７日(日)
＊2次ﾘｰｸﾞ
５月３日(土)
５月４日(日)
５月５日(月)
５月６日(火)

vsすみだ
vsｿﾙｺﾘｰﾅ
vs西多摩
vsJACPA

vs東京久留米 ●０－２
vsForza\'02
●０－２
vsGONA
○１－０
vs渋谷
○３－０

＊決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
５月17日(土) vs町田JFC

2008/2/3

△２－２
○１－０
○２－１
●１－２

●１－５

東京都ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑが77ﾁｰﾑ参加 ﾍﾞｽﾄ２４
☆関連ﾁｰﾑ､白ふじSCが平成19年度練馬区民大会･西地域決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄで〝優勝〟!!

2008/2/3
2008/1/31

平成20年2月2日(土)に行なわれました練馬区優勝決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄにおきましては練馬区〝準優勝〟となりま
した。
☆関連ﾁｰﾑ浦安JSC(千葉県1部)が横浜FC(J2)と練習試合を行いました!
試合形式～45分×2本
＊1本目…32分横浜FC
＊2本目…30分横浜FC・32分浦安JSC(羽田)・44分横浜FC
ﾄｰﾀﾙｽｺｱ…１－３
◎とにかく素晴らしいｹﾞｰﾑでした。お互いﾎﾞｰﾙをつなぐ試合展開だったので見ごたえもあり､
浦安JSCのしっかりとしたﾃﾞｨﾌｪﾝｽからｹﾞｰﾑを作る良さが出ていました。
とくに、羽田(FW)・川里(DF)選手は横浜FC監督・ｺｰﾁ・選手が驚く程のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽでした。
以下の卒業生が出場しました…秋葉勇志･森本一郎･松島涼太
※秋葉勇志ｸﾝは、JFL ｱﾙﾃ高崎への入団が決まりました。

2007/10/8

2007/2/5

2007/1/22
2006/11/24
2006/10/23

2006/9/26

☆浦安JSC(1種)が千葉県社会人1部ﾘｰｸﾞにて関東大会第1代表\での出場が決まりました｡
※石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身選手…森本(GK)･秋葉(MF)･松島(MF)･飯塚(FW)･小森(GK)
※関東大会は､11月10日(土)から、千葉県臨海ｽﾀｼﾞｱﾑで行われる予\定です｡
◇関連ﾁｰﾑ､浦安JSC(千葉県1部)が東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969(J2)が練習試合を行ないました!
日にち 平成19年1月31日(水)
試合時間 45分･35分･35分の３本
試合のｽｺｱ 1本目…０－０
2本目…０－１ 得点～船越(ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ)
3本目…０－１ 得点～喜山(ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ)
※石神井ﾏﾒｯｸｽ出身選手は､秋葉勇志(MF)･森本一郎(GK)･飯塚拓也(FW)･岩崎史明(FW)･岩崎友明(MF･
現中2)、以上５名です!
☆関連ﾁｰﾑ白ふじSCが練馬区優勝決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄにて､練馬区〝第三位〟となりました!!
☆関連ﾁｰﾑ､白ふじSCが練馬区西地域決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄで準優勝!!
平成19年1月に行なわれる練馬区優勝決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄに進出!
…10月22日(日)に行なわれた鹿嶋遠征は､中1･中2の全員が参加しﾁｰﾑとして素晴らしい遠征となりました!
使用したグランド状態･気候共に良く､ｻｯｶｰするには最高の環境でした｡◆石神井ﾏﾒｯｸｽとしては､普段とは
違った環境･土地へ行きﾌﾟﾚｲする事は選手をタフにし､選手･ｺｰﾁともに新たな発見がある大切な時間だと考
えています!ご父兄の皆様､今後ともﾁｰﾑへのご理解･ご協力宜しくお願い致します
◇関連ﾁｰﾑ浦安JSC(一種)関東大会詳細!
第13回全国ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ選手権大会の､千葉県で優勝し関東大会出場しました｡関東大会は千葉県市原市市
原ｽﾎﾟﾚｸﾊﾟｰｸにて､9月23日(土)･24日(日)･25日(月)にﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦で行なわれました!
1回戦 ４－１(2-1･2-1) vsｱﾙﾄﾞｰﾙ狭山FC(埼玉)
…得点者～羽田3･畠山
2回戦 ２－０(1-0･1-0) vs大月FCﾓﾅｰｸｽ(山梨)
…得点者～秋葉･林
決勝 １－２(1-0･0-2) vs六浦FC(神奈川)
…得点者～水澤
※森本一郎・秋葉勇志・高橋諒・松島涼太・飯塚拓也、以上のﾏﾒｯｸｽ出身選手が出場しました!

2006/6/19
2006/6/19
2006/6/5
2006/5/26

☆関連ﾁｰﾑ、浦安JSCが18年度高円宮杯U－１５千葉県予\戦で、県大会への出場が決まりました！
☆関連チーム白ふじSC、練馬区前期ﾘｰｸﾞ･予\戦Eｸﾞﾙｰﾌﾟを4勝1分の1位で通過し、決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへの進出
が決まりました。決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄは11月から始まる予\定!
6月4日(日)の千葉県長生遠征は,怪我･病気以外の選手は全員参加し,天気もグランド状態(芝)も良く,とても
良いコンディションで試合･練習出来ました!ご父兄の皆様ご協力ありがとうございました
☆浦安JSC対東京ｳﾞｪﾙﾃﾞィ試合詳細
浦安JSC １(1-1)４ 東京ｳﾞｪﾙﾃﾞィ
(0-3)
得点詳細…浦安―\42分,右ｻｲﾄﾞ松島ﾄﾞﾘﾌﾞﾙ～中央､水澤ｽﾙｰ～中央左､林ｼｭｰﾄ～ｷｰﾊﾟｰはじく～こぼ
れ水澤
ｳﾞｪﾙﾃﾞィ―\30分,右ｺｰﾅｰｷｯｸ～つめ
54分,左ｺｰﾅｰｷｯｸ～ﾍﾃﾞィﾝｸﾞ

64分,左ｻｲﾄﾞからｸﾛｽ～ﾍﾃﾞィﾝｸﾞ
81分,中央からｽﾙｰﾎﾞｰﾙ～ｷｰﾊﾟｰにあたる～つめ

2006/5/17

2006/5/11

2006/5/10
2006/4/7

平成10年度卒業生、石川清司選手がJFLの横河武蔵野FCに入団しました!マメックス在籍時はﾌｫﾜｰﾄﾞとし
て活躍、当時体は特別大きくはありませんでしたが、ｽﾋﾟｰﾄﾞと左右どちらの足でも打てるｼｭｰﾄを武器にして
☆石川清司(いしかわせいじ)……桜FC－石神井ﾏﾒｯｸｽ－都立久留米高校－拓殖大学－横河武蔵野FC
石神井マメックス関連チーム、浦安JSC(1種)が第13回全国クラブチームサッカー選手権大会・千葉県大会
で優勝し、関東大会への出場が決まりました!
1回戦 11－０ FCﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ
2回戦 3－０ 葛城ｸﾗﾌﾞ
3回戦 1－０ FCﾌｫﾙﾃｯｼﾓ
準決勝 1－０ 都賀FC
決勝 4－０ 市川ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
☆以下の卒業生が出場しています!
秋葉勇志(緑SC－ﾏﾒｯｸｽ－浦安JSCﾕｰｽ)･森本一郎(南町ｱﾛｰ－ﾏﾒｯｸｽ－浦安JSCﾕｰｽ)・高橋諒(FCﾍﾞｶﾞ
－ﾏﾒｯｸｽ－浦安JSCﾕｰｽ)・飯塚拓也(ｷｯﾄﾞSC－ﾏﾒｯｸｽ－修徳高校)・松島涼太(FCﾍﾞｶﾞ－ﾏﾒｯｸｽ－浦安JSC
石神井マメックス関連チーム、白ふじSC(練馬区)が全日本少年サッカー大会練馬区予\選で、参加数61
チーム中第4位となりました!
平成１１年度卒業生・横山知伸（帝京高校→早稲田大学）
平成１４年度インターハイ優勝
平成１４年度高校選手権全国大会出場（帝京高校在籍時）
平成１２年度卒業生・秋葉勇志（浦安ＪＳＣ）
平成１７年度千葉県社会人１部リーグ２位
平成１３年度卒業生・森本一郎（浦安ＪＳＣ）
平成１７年度千葉県社会人１部リーグ２位
平成１３年度卒業生・鈴木悠己（浦安ＪＳＣ）
平成１７年度千葉県社会人１部リーグ２位
平成１４年度卒業生・飯塚拓也（修徳高校）
平成１７年度高校選手権全国大会出場
平成１７年度中学３年生岩崎史明君（マメックス現中３）
マンチェスター・ユナイテッドアカデミー候補生に選抜される。
平成１７年１２月にマンチェスターに訪問

