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No 日　付 大　会　名 場　　所 対　戦　相　手 備　　考
17 13/09/08 U11県南リーグ戦（第２R） 黒内小学校 向台小SSS（牛久） ○ １−０ ８人制

神谷SSS（牛久） × ０−１
＜５年＞ 竹園東FC（つくば） × ０−１

牛久FC（牛久） × ０−１
18 13/09/08 練習試合 新治総合運動公園 塙山SSS（日立） △ ２－２ １５分ハーフ

＜６年A＞ （土浦） ｻﾝﾀﾞｰｽﾞFC-A（土浦）× ０－１
新治SC-A（土浦） × ０－３
新治SC-B（土浦） △ ０－０ １５分１本

＜６年B＞ ｻﾝﾀﾞｰｽﾞFC-B（土浦）× ０－４
ｻﾝﾀﾞｰｽﾞFC-B（土浦）△ ０－０
新治SC-B（土浦） △ ０－０

19 13/09/21 第８回真壁近隣 桜井農村公園 下館小ASSS（筑西） ○ ５－３ 予選２位
スポーツ少年団球技大会 （桜川市） 八千代JFC（八千代）× ２－４

13/09/22 真壁ｼﾞｭﾆｵｰﾙ（桜川） ○ ８－０ 2位G　B１位
＜６年A＞ さしまSSS（坂東） △ １－１

中SSS（筑西） ○ ３－１ 2位G優勝
20 13/09/23 県南U12リーグ戦（第２R） 新治総合運動公園 光風台ｲﾚﾌﾞﾝ（取手） △ １−１

（土浦） 茎崎BFC（つくば） ○ ２−１
＜６年B＞ 牛久２小SSS（牛久） ○ ２−０

舟島FSC（阿見） △ １−１
21 13/09/29 第４０回学年別少年 黒内小学校 龍ヶ崎SSS（龍ヶ崎） ○ ５−０ 予選１位

サッカー大会県南予選 MAENO　D2C（つくば） ○ ２－０
並木FC（つくば） ○ １−０

22 13/10/12 練習試合 湯ったり館グランド 龍ヶ崎SSS（龍ヶ崎） ○ ７−２
＜５年＞ （龍ヶ崎） 新利根FCB（稲敷） ○ ８−１

牛久２小SSS（牛久） ○ ３−２
龍ヶ崎SSS（龍ヶ崎） × １−２

＜６年＞ 新利根FCB（稲敷） ○ ４−１
牛久２小SSS（牛久） × ０−５

23 13/10/14 U11県南リーグ戦（第３R） 黒内小学校 茎崎BFC（つくば） ○ ５−１
＜５年＞ 宮和田FC-A（取手） ○ ２−０

宮和田FC-B（取手） × ０−１
24 13/10/14 第１２回新治こまちカップ 新治総合運動公園 土浦小SSS（土浦） ○ ４−１ ６位／１６T

少年サッカー大会 （土浦） 新治SC（土浦） × ０−２
FC石岡（石岡） ○ ０−０（４PK３）
GBC土浦SS（土浦） × ０−１

25 13/10/27 第１１回かたつむりカップ 黒内小学校 函南SSS（函南） ○ １−０ 予選リーグ１位
＜６年＞ 真壁ｼﾞｭﾆｵｰﾙ（真壁）○ ５−０

ｳｨﾝｽﾞFC土浦（土浦）○ １−０ 優勝
26 13/11/03 県南U12リーグ（第３R） 新治運動公園 新治SC（土浦） × ０−１

＜６年A＞ （土浦） 八原SSS-A（龍ヶ崎） △ ３−３
八原SSS-B（龍ヶ崎） ○ ７−１
八原SSS-B（龍ヶ崎）△ １−１

＜６年B＞ 舟島FSC（阿見） × ０−２
八原SSS-A（龍ヶ崎）× ０−２

27 13/11/03 練習試合 黒内小学校 松戸旭SC（松戸） × ２−４
＜５年＞ 神谷SSS（牛久） × ０−２

28 13/11/10 第４０回学年別少年サッカー 那珂川グランド 田彦SSS（ひたちなか） × ０−３ １次リーグ２位
大会（U12）１次リーグ （ひたちなか） 協和FC（筑西） △ ２−２

29 12/11/18 練習試合 常総アイデンティG 常総ｱｲﾃﾞﾝﾃｨ（つくばM） × ０−２
＜５年＞ （つくばみらい） 常総ｱｲﾃﾞﾝﾃｨ（つくばM） × １−３

常総ｱｲﾃﾞﾝﾃｨ（つくばM） × ０−３
30 13/11/17 紅白戦 黒内小学校 ６年A－５年 ３－０

＜５・６年＞ ６年A－６年B ０－０
６年B－５年 ３－０

31 13/11/24 第３４回中村杯県南予選(P) 和田公園 吉沼FCP（つくば） △ １−１ 予選リーグ２位
＜５年＞ （稲敷） 江戸崎SSS（稲敷） ○ ２−１

32 13/11/30 練習試合 女化運動公園 牛久ｾﾚｿﾝ強化（牛久） ○ ３−２
（牛久） 牛久ｾﾚｿﾝ（牛久） × １−５

＜５年＞ ｻﾝﾊﾛｽFC（水戸） × １−３
牛久ｾﾚｿﾝ（牛久） ○ １−０

33 13/12/01 県南U12リーグ（第４R） 新利根総合運動公園 新利根FCB（稲敷） ○ ３−１
＜６年A＞ （稲敷） 茎崎BFC（つくば） ○ ４−１ 通算８勝１敗４分

光風台ｲﾚﾌﾞﾝ（取手） ○ ３−１
光風台ｲﾚﾌﾞﾝ（取手） ○ ２−０

＜６年B＞ 新利根FCB（稲敷） ○ ３−０
茎崎BFC（つくば） ○ ３−１

34 13/12/14 県南U11リーグ（第４R） 黒内小学校 牛久FC（牛久） △ １−１
＜５年＞ 二の宮FC（つくば） ○ １−０

竹園東FC（つくば） ○ ３−０
35 13/12/21 第１９回神谷マクドナルド 女化多目的広場 阿見FC（阿見） ○ ２−０ ブロック３位

カップ（U12） （牛久） GBC土浦SS（土浦） × ０－４
見川SSS（水戸） × １−４
松戸ﾗﾋﾞｯﾄK（松戸） ○ １−１（４PK３） ５位/８T

36 14/01/11 第１０回かたつむりカップ 黒内小学校 神谷SSS（牛久） ○ ２−１ 予選１位
＜６年＞ 八千代町SS（八千代） △ ２－２

GBC土浦SS（土浦） × ０−０（３PK４） 準優勝／６T

結　　果


