
平成２１年度　試合結果一覧

１．高学年（５・６年）  P.2/2

No 日　付 大　会　名 場　　所 対　戦　相　手 備　　考

14 09/09/23 練習試合 ダイワハウスG くわがたFC（守谷） ○ ６−０
（龍ヶ崎） 八原SSS（龍ヶ崎） ○ １−０

八原SSS（龍ヶ崎） ○ ０−０
15 09/10/03 第３６回学年別少年 取手緑地公園 YFC小絹（小絹） ○ ７−０ 予選リーグ１位

サッカー大会県南予選 （取手） 新利根FCB（稲敷） ○ ５−０
（Fブロック） FUN　SC（取手） ○ １−０

16 09/10/11 MIリーグ ダイワハウスG 龍ヶ崎ﾍﾟﾚｸﾞﾘﾝ（龍ヶ崎） ○ ４−０
（龍ヶ崎） 向台小SSS（牛久） ○ ２−１

宮和田FC（取手） ○ ２−０
JFC５年 宮和田FC５年（取手） ○ ２−１

17 09/10/12 第８回さん・あぴおカップ 新治総合運動公園 阿見FC（阿見） × ０−１ 敢闘賞
少年サッカー大会 （土浦） ウィンズFC土浦B ○ ４−１

FC北条（つくば） ○ ２−０
18 09/10/17 練習試合 牛久運動広場 神谷SSS（牛久） △ ０−０

（牛久） 牛久２小SSS（牛久） × ０−１
19 09/11/03 第３６回茨城県学年別 白羽スポーツ広場 FCｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ（常陸太田） ○ ２−１ １次リーグ１位

少年サッカー大会 （常陸太田） 八千代JFC（八千代） ○ １−０
＜１次リーグ（Gブロック）＞ 新荘常盤SSS（水戸） × ０−２

20 09/11/15 第３６回茨城県学年別 海浜公園多目的G FC石岡B（石岡） ○ １−０ ２次リーグ3位
少年サッカー大会 （神栖） ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ総和（古河） × ０−２

＜２次リーグ（Sブロック）＞ 古河アズ-SC（古河） △ ０−０
21 09/11/21 第２３回読売守谷カップ 常総運動公園 宮和田FC（取手） ○ ６−０ 予選リーグ１位

１日目 新治SC（土浦） △ ０−０
（Dブロック） 函南SSS（静岡・函南） ○ ３−０

09/11/22 ２日目 常総運動公園 玉里SC（小美玉） × １−１（３PK4) ５位
（１・２位トーナメント） 竹園西FC（つくば） ○ ２−０ 総合5位／16T

22 09/11/28 第３０回中村杯県南予選(N) 常総運動公園 FUN　SC（取手） △ ０−０ 予選リーグ２位
＜４・５年＞ 板橋FC（つくばみらい） ○ ３−０

23 10/01/09 第１６回神谷フレンド 神谷小学校 FC石岡（石岡） ○ ２−１ 予選リーグ１位
カップ（高学年の部） （牛久） 見川SSS（水戸） ○ １−１

神谷SSS（牛久） ０−０ 優勝
延長（PK) ０−０（３PK１） （参加６チーム）

24 10/01/10 第５回大久保杯争奪 大利根G 大野・くわがた ○ ５−０ 優勝
チャレンジカップ FC郷州 × ０−１

＜５年＞ ウィングス ○ １−０
25 10/01/16 第２５回牛久少年 牛久運動広場 向台小SSS（牛久） ○ ２−１ 予選ブロック１位

サッカー大会 （牛久） ひたちなかセレクト ○ １−０
１日目（Hブロック） GBC土浦SS（土浦） ○ １－０ G・Hブロック１位

10/01/17 ２日目 牛久運動公園 こてはし台SC（千葉） × ０−１ チャンピオンT
（チャンピオントーナメント） （牛久） 神谷SSS（牛久） × １−２

26 10/01/31 練習試合 愛国学園 三郷FCjr（三郷） ○ １−０
（四街道） イーグルス（千葉） △ ０−０

松戸旭SC（松戸） ○ ４−２
27 10/02/13 第１６回水戸市サッカー協会 双葉台小学校 双葉台SSS（水戸） ○ １−０ Cブロック１位

長杯争奪少年サッカー大会 （水戸） 上中妻SSS（水戸） ○ ５−１
＜予選Cブロック＞ 石川SSS（水戸） ○ １−０

28 10/02/21 練習試合 北浦河緑地 牛久２小SSS（牛久） ○ １−０
（取手） 岡田FC（牛久） ○ １−０

中根FC②（牛久） × ０−１
宮和田FC（取手） △ ０−０
神谷SSS（牛久） × ０−１
中根FC①（牛久） × １−２

29 10/03/06 土浦市長杯サッカー大会 新治総合運動公園 岡田FC（牛久） △ ０−０ ブロック２位
（土浦） 納場SSS（小美玉） ○ ２−０

千代田SS（霞ヶ浦） × ２−０
30 10/03/13 ２０１０年福島民報杯 西部サッカー場 日和田SSS（郡山） ○ ６−０

安達太良白鳳大会（U12） （郡山） 富田東SSS（郡山） × ０−２ B1ブロック２位
（予選リーグB1ブロック） FCビアンコーネ（郡山） × １−２ Bブロック４位

10/03/14 （４位トーナメント） 西部スポーツ広場 富田西SSS（郡山） × ０−１ ４位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ５位
（郡山） 湖南SSS（郡山） ○ ５−０ （総合29位/48T）

31 10/03/22 練習試合 御所ヶ丘中学校 御所ヶ丘中１年 ○ ４−１
御所ヶ丘中２年 × ０−４

32 10/03/27 第２１回６年生送別 大利根G FC郷州（B) ○ ３−０ 予選１位
守谷ロータリーカップ ウィングス(B) ○ ５−０

くわがたFC × １−２
＜Aチーム＞ ウィングス(A) ○ ０−０（３PK１） 優勝

FC郷州(A) × ０−１ 予選２位
ウィングス（A) △ ０−０

＜Bチーム＞ FC大野 ○ ２−０
くわがたFC × ０−２ ４位

結　　果

○


