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No 日　付 大　会　名 場　　所 対　戦　相　手 備　　考

20 15/08/30 練習試合 北浦川緑地公園 宮和田FC（取手） ○ ５－０
（取手） 利根ｷｯｶｰｽﾞ（利根） ○ ４－３

＜６年＞ 宮和田FCB（取手） ○ ４－０
宮和田FC（取手） ○ ４－２

＜５年＞ 八原SSS（龍ヶ崎） ○ ２−０
宮和田FC（取手） △ ２－２

21 15/09/06 U12県南リーグ（第７R） 新治運動公園 土浦２小SSS（土浦） × ０−１
＜６年＞ （土浦） GBC土浦SS（土浦） △ １−１

22 15/09/12 U11県南リーグ（第４R） 荒川沖G 千代田SS（霞ヶ浦） △ １－１
＜５年＞ （土浦） ｳｨﾝｽﾞFC土浦（土浦）○ ４－１

23 15/09/19 第９回J:COM茨城カップ 新治運動公園 ﾌﾘｰﾀﾞﾑSC（稲敷） ○ ３－２ ブロック２位
　　サッカー大会 （土浦） 土浦２小SSS（土浦） △ １－１

八原SSS（龍ヶ崎） ○ ２－１ 予選３位
15/09/20 宮和田FC（取手） × ２－４ 総合11位/24T

乙戸SC（土浦） ○ ４－１
24 15/09/22 第２回デルソルカップU12 石岡市総合運動公園 筑西ﾈｽﾄMSC（筑西） ○ ４−２ 予選リーグ１位

（石岡） 潮来SSS（潮来） ○ ３－２
＜予選リーグ＞ FCｸﾚｱﾃｨｰﾎﾞ（小美玉） ○ ７−１

15/09/23 石岡東FC（石岡） ○ ２−０ １位リーグ準優勝
＜1位リーグ＞ 土浦２小SSS（土浦） ○ １－０ （総合２位／12T）

ｻﾝﾊﾛｽFC水戸（水戸） △ ０−０
25 15/09/27 U12県南リーグ（第８R） 黒内小学校 FCバルツォ（つくば） × ０−２ 通算７勝８敗３分

＜６年＞ 大穂東SC（つくば） ○ ５−０ （６位／１０T）
東光台SC（つくば） ○ １１−０

26 15/10/12 第１４回新治こまちカップ 新治総合運動公園 霞ヶ浦SSS（霞ヶ浦） ○ ２−０ ８位／１６T
少年サッカー大会 （土浦） 新治SC（土浦） × ０−１

手代木SC（つくば） × １−１（２PK３）
千代田SS（霞ヶ浦） × １−３

27 15/10/18 第３９回全日本少年ｻｯｶｰ大会 黒内小学校 ﾊﾟﾙﾁｰﾀﾞFC龍ヶ崎 △ １−１ 予選１次　３位
県南予選１次リーグ くわがたFC（守谷） × １−２

28 15/11/01 練習試合 黒内小学校 松戸旭SC（松戸） △ ０−０
ひたち野RFC（牛久） ○ ２−１

＜５年＞ 松戸旭SC（松戸） △ １－１
ひたち野RFC（牛久） ○ ２－０

29 15/11/03 練習試合 新治総合運動公園 新治SC（土浦） × １−２ 15分ﾊｰﾌ
（土浦） FCﾚｼﾞｽﾀ（つくば） × ０−１ 15分ﾊｰﾌ

＜５年＞ 桜FC（つくば） × １－４ 15分ﾊｰﾌ
ﾃﾞﾙｿﾙ石岡FC（石岡） △ １－１ 20分１本
新治SC（土浦） × ０－１ 20分１本

30 15/11/12 U11県南リーグ（第５R） 黒内小学校 石岡東FC（石岡） ○ １－０
八原SSS（龍ヶ崎） ○ ４－０

31 15/11/28 第３２回茨城県ｽﾎﾟｰﾂ少年団 笠松運動公園 瓜連SSS（那珂） ○ ７−０ 予選１位
ｽﾎﾟｰﾂ大会１日目　＜６年＞ （ひたちなか） 桂SSS（城里） ○ １５−０

32 15/12/05 第３２回茨城県ｽﾎﾟｰﾂ少年団 笠松運動公園 磯原FC（北茨城） × ０−４ ３位／３７Ｔ
ｽﾎﾟｰﾂ大会２日目　＜５年＞ （ひたちなか） 石岡東FC（石岡） × １−２

33 15/12/05 第１４回かたつむりカップ 守谷小学校 ﾃﾞﾙｿﾙ石岡FC（石岡） ○ ２−０ 予選リーグ２位
＜６年＞ ｲｰﾚｸｽ古河FC(古河) × ０−１

GBC土浦SS（土浦） ○ ２−０ ３位／６T
34 15/12/06 第１５回かたつむりカップ 黒内小学校 新治SC（土浦） △ ０−０ 予選リーグ１位

＜６年＞ 函南SSS（函南） △ ０−０
宮和田FC（取手） ○ １−０ 優勝／６T

35 15/12/06 第３６回中村杯県南予選（G) 高崎ｻｯｶｰ場 八原SSS（龍ヶ崎） ○ ３−０ 予選リーグ１位
＜５年＞ （つくば） 高崎SSS（つくば） ○ ５−１

36 15/12/19 第２２回U12神谷フレンド 女化多目的広場 松戸ﾗﾋﾞｯﾄK（松戸） △ ２−２ ブロック３位
カップ（U12） （牛久） FC石岡（石岡） △ ２－２

古河セブンFC（古河） ○ ５−０
阿見FC（阿見） × ０−１ ４位/８T

37 16/01/09 第１回デルソルカップU11 石岡市総合運動公園 FC石岡（石岡） ○ ４−０ 予選リーグ１位
＜５年＞ （石岡） 久米SSS（常陸太田） ○ ２－０

＜予選リーグ＞ JFCｱﾐｽﾀ市貝（栃木） ○ ２−０
16/01/09 石岡東FC（石岡） × ２−４ １位リーグ４位

＜1位リーグ＞ ﾃﾞﾙｿﾙ石岡FC（石岡） △ １－１ （総合４位／12T）
FCﾚｼﾞｽﾀ（つくば） × ０−３

38 16/01/16 第３１回牛久少年サッカー大会 女化運動公園 益子・茂木JFC（栃木） × ０−１ 予選ブロック２位
１日目（Aブロック） （牛久） 龍ヶ崎PJFC（龍ヶ崎） ○ ２−０

16/01/17 ２日目 牛久総合運動公園 とりで倶楽部（取手） △ ０−０ ブロック２位
（リーグ２位ブロック） （牛久） 高崎SSS（つくば） ○ ５−０

39 16/01/17 U11県南リーグ（第６R） 上郷G 吾妻SC（つくば） ○ ３－０
＜５年＞ （つくば） 吉沼FCP（つくば） ○ ４−０

吉沼FCP-A（つくば） ○ ２−０ フレンドリー
吉沼FCP-B（つくば） ○ １−０ フレンドリー

40 16/01/24 U11県南リーグ（第７R） 谷田部小学校 利根ｷｯｶｰｽﾞ（利根） ○ ７－０
＜５年＞ （つくば） 谷田部FC（つくば） ○ ２−０

結　　果


