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No 日　付 大　会　名 場　　所 対　戦　相　手 備　　考

14 10/10/02 第３７回学年別少年 土浦産業技術専門 桜南ﾌｧｲﾀｰｽﾞ（つくば） ○ １−０ 予選リーグ１位
サッカー大会県南予選（F) （つくば） つくばSC（つくば） △ １−１

15 10/10/16 第９回さん・あぴおカップ 新治総合運動公園 八郷SS（石岡） ○ １−０ ４位
少年サッカー大会 （土浦） 納場SSS（小美玉） ○ ０−０（３PK２）

GBC土浦SS（土浦） × １−２
千代田SS（霞ヶ浦） × ０−３

16 10/11/03 練習試合 大利根G 新治SC（土浦） ○ １−０ ８人制
ウィンズFC土浦 ○ ２−０

＜５年A＞ 八千代町SS-B ○ ６−０
八千代町SS-A ○ ２−０
八千代町SS-B ○ １−０

＜５年B＞ ウィンズFC土浦 × ０−６
八千代町SS-A × ２−３

17 10/11/07 第３６回茨城県学年別Ｓ大会 浜の宮G 水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ（水戸） × １−２ １次リーグ３位
＜１次リーグ（Aブロック）＞ （日立） ＦＣ日立（日立） × ０−３

18 10/11/20 第２４回読売守谷カップ 常総運動公園 三郷FCJr（三郷） △ １−１ 予選リーグ２位
１日目 神谷SSS（牛久） △ １−１

（Ａブロック） 境町SS長田（境） ○ ４−０
10/11/21 ２日目 常総運動公園 竹園西FC（つくば） ○ ２−１ ３位

（１・２位トーナメント） ウィンズＦＣ土浦（土浦） × ０−２ 総合3位／16T
19 10/11/27 第３１回中村杯県南予選(Ｅ) アセノＧ 光風台イレブン（取手） ○ ９−０ 予選リーグ１位

＜５Ａ年＞ （守谷） アセノＳＣ（守谷） ○ ６−０
20 10/12/11 第６回かたつむりカップ 大利根G ＦＣ郷州 ○ ２−１ ２位

ＦＣ大野・くわがたＦＣ ○ ４−０
＜Ａチーム＞ 守谷ＪＦＣ（Ｂ） ○ ４−０

10/12/12 谷貝ＦＣ（真壁） ○ ３−０
神谷SSS（牛久） × ０−３
函南ＳＳＳ（静岡・函南） × ０−１

10/12/11 ＦＣ大野・くわがたＦＣ △ １−１ ７位
函南ＳＳＳ（静岡・函南） × １−２

＜Ｂチーム＞ 守谷ＪＦＣ（Ａ） × ０−４
谷貝ＦＣ（真壁） × ０−２

10/12/12 神谷SSS（牛久） × ０−５
ＦＣ郷州 × ０−２

21 10/12/23 練習試合 旭町小学校 エクサス松戸SC（松戸） ○ １−０
＜５年Aチーム＞ （松戸） 松戸旭SC（A)（松戸） △ ０−０

FC日暮里（東京） ○ ４−１
＜５年Bチーム＞ 松戸旭SC（B)（松戸） △ １−１

松戸旭SC（B)（松戸） ○ ３−０
22 11/01/08 第１７回神谷フレンド 女化多目的広場 古河セブンFC（古河）△ １−１ ブロック１位

カップ（高学年の部） （牛久） 高野山SSS（我孫子）○ ３−１
GBC土浦SS（土浦） × ０－２ 予選２位
常総ｱｲﾃﾞﾝﾃｨ（取手） １−１ ４位

PK １PK３ （参加１２チーム）
23 11/01/10 第５回大久保杯争奪 大利根G ウィングス ○ ２−０ 予選１位

チャレンジカップ FC大野 ○ １６−０
＜５年A＞ FC郷州 ○ ２−０ 優勝！

FC郷州 × ０−２ 予選２位
＜５年B＞ くわがたFC ○ ３−０

ウィングス × ０−２ ４位
24 11/01/15 第２６回牛久少年 女化多目的広場 神谷SSS（牛久） △ １−１ 予選ブロック１位

サッカー大会 （牛久） 友部SSS（笠間） ○ ４−３
１日目（Bブロック） GBC土浦SS（土浦） × ０－１ A・Bブロック２位

11/01/16 ２日目 牛久運動公園 高崎SSS（つくば） × ０−５ ブロック３位
（リーグ１位ブロック） （牛久） 波崎太田FC（神栖） △ １−１

FC郷州 ○ ２－１
25 11/01/23 練習試合 新治総合運動公園 神谷SSS（牛久） ○ ４−０

（土浦） 松戸旭SC-A（松戸） ○ ２−０
＜５年A＞ ウィンズFC土浦A ○ ３−１

新治SC-A（土浦） × １−２
松戸旭SC-A（松戸） × １−３
新治SC-A（土浦） ○ ３−０
ウィンズFC土浦B ○ ２−１

＜５年B＞ 新治SC-B（土浦） ○ ３−２
26 11/02/06 第３１回中村杯争奪 石塚運動広場 古河アズ-SC（古河） × ０−１ リーグ３位

少年サッカー大会１次リーグ （神栖） 横瀬SSS（神栖） × ０−１
＜５年A＞ 石川SSS（水戸） ○ ４−０

27 11/02/19 第１７回水戸市サッカー協会 根本町サッカー場 吉田SSS（水戸） ○ １−０ Gブロック２位
長杯争奪少年サッカー大会 （水戸） 新荘常磐SSS（水戸）○ ０−０

＜予選Gブロック＞ 水戸市セレクト（水戸 ○ １−１
11/02/20 ツインフィールド 見川SSS（水戸） × ０−２ 総合16位/32T

＜2位トーナメント＞ （水戸） 渡里SSS（水戸） × ２−３
28 11/02/26 土浦市長杯サッカー大会 霞ヶ浦総合運動公園 土浦２小SSS（土浦） △ ０−０ Hブロック１位

＜予選G・Ｈブロック＞ （土浦） 新利根FCB（稲敷） ○ １−０
千代田SS（霞ヶ浦） × ０－２ G・Hブロック2位

11/02/27 霞ヶ浦SSS（霞ヶ浦） ○ ２−０ 準優勝（２位T）
神谷SSS（牛久） × ０−１ 総合６位/２４T

29 11/03/06 第２２回６年生送別 大利根G くわがたFC ○ ３−０ 予選１位
守谷ロータリーカップ FC大野 △ １−１
＜Aチーム＞ 守谷JFC-B × ０−０（３PK５） 準優勝

ウィングス △ １−１ 予選２位
＜Bチーム＞ FC郷州 ○ １−０

守谷JFC-A ○ ０−０（５PK３） 優勝

結　　果
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＜２位トーナメント＞


