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第28回 ８都県少女サッカー大会の結果報告 
 

 

拝啓  立冬が過ぎ寒さに向かう候となりました。皆様におかれましてはますます御健勝のことと

お慶び申し上げます。また、日頃より少女サッカーの普及、発展へのご尽力に敬服するしだいです。 

 さて、標記大会の８都県予選では122チームの参加があり、各地域で勝ち抜いた代表16チーム、

243人の選手たちが、11月14日・15日の両日、埼玉県熊谷市スポーツ文化村くまぴあ、及びス

ポーツ文化公園西第１多目的広場にて熱戦を繰り広げました。 

予選リーグは雨の中 しのぎを削る戦いが繰り広げられ、順位戦トーナメントでは肉薄した試合に

声援も一層大きくグラウンドに轟いていました。ここに大会の結果をご報告します。 

  おわりに、チーム関係者、保護者の皆様の心からの声援と選手の頑張りに、そして大会運営にご

尽力いただいた、東京都サッカー協会少年連盟少女部、埼玉県サッカー協会４種少女部会をはじめ

多くの関係者の皆様に深く感謝申し上げます。                   敬具 

 

大会成績 

優  勝 ： 戸木南ボンバーズＦＣ（埼玉県第1代表） 

準優勝 ： 横浜ウインズ（神奈川県第1代表） 

第３位 ： 松戸フットボールクラブ（千葉県第2代表） 

第４位 ： バディフットボールクラブ（東京都第2代表） 

第５位 ： 千葉中央ＦＣ U12ガールズ（千葉県第1代表） 

第６位 ： ＦＣ ＫＡＩＳＨＩＮ（東京都第3代表） 

第７位 ： つくばＦＣガールズ（茨城県第1代表） 

第８位 ： 横須賀シーガルズＡＭＹ（神奈川県第2代表） 

第９位 ： 戸塚ＦＣガールズ（埼玉県第3代表） 

第10位 ： 武田消毒ジェイドＦＣ（山梨県代表） 

第11位 ： 川越女子ジュニアサッカークラブ（埼玉県第2代表） 

第12位 ： 河内ＳＣジュベニール（栃木県代表） 

第13位 ： 高崎セレソンフットボールクラブ（群馬県第1代表） 

第14位 ： 欅スポーツクラブ女子サッカー部（東京都第1代表） 

第15位 ： ＦＣ前橋南（群馬県第2代表） 

第16位 ： ＦＣ石岡（茨城県第2代表） 

 

以上 



期日：

会場： 熊谷市スポーツ文化村「くまぴあ」　（人工芝2面、第１・第２コートとする）

◆ 予選グループＡ

高崎 河内 横須賀 バディ 勝ち点 得失点 総得点 順位

●０－１ ●２－３ ●０－３ ０ －５ ２ ４

○１－０ △２－２ ●０－５ ４ －４ ３ ３

○３－２ △２－２ △１－１ ５ １ ６ ２

○３－０ ○５－０ △１－１ ７ ８ ９ １

◆ 予選グループＢ

つくば 欅 川越 松戸 勝ち点 得失点 総得点 順位

○３－０ ○１－０ ●２－５ ６ １ ６ ２

●０－３ ●０－２ ●０－６ ０ －１１ ０ ４

●０－１ ○２－０ ●０－３ ３ －２ ２ ３

○５－２ ○６－０ ○３－０ ９ １２ １４ １

会場： 熊谷スポーツ文化公園　西第一多目的グラウンド　（天然芝2面、第３・第４コートとする）

◆ 予選グループＣ

石岡 武田消毒 KAISHIN 戸木南 勝ち点 得失点 総得点 順位

△１－１ ●２－７ ●０－３ １ －８ ３ ４

△１－１ △０－０ ●０－１ ２ －１ １ ３

○７－２ △０－０ ●０－１ ４ ４ ７ ２

○３－０ ○１－０ ○１－０ ９ ５ ５ １

◆ 予選グループＤ

横浜 戸塚 千葉中央 前橋南 勝ち点 得失点 総得点 順位

○６－０ ○１－０ ○３－０ ９ １０ １０ １

●０－６ ●０－４ ○１－０ ３ －９ １ ３

●０－１ ○４－０ ○６－０ ６ ９ １０ ２

●０－３ ●０－１ ●０－６ ０ －１０ ０ ４

《試合時間割と対戦、審判割当》 試合時間　15-5-15分

第1試合 対戦 高崎 河内 横須賀 バディ 石岡 武田消毒 KAISHIN 戸木南 第1試合

10時30分 主審 10時30分

補助審

第2試合 対戦 つくば 欅 川越 松戸 横浜 戸塚 千葉中央 前橋南 第2試合

11時25分 主審 11時25分

補助審

第3試合 対戦 高崎 バディ 横須賀 河内 石岡 戸木南 KAISHIN 武田消毒 第3試合

12時20分 主審 12時20分

補助審

第4試合 対戦 つくば 松戸 川越 欅 横浜 前橋南 千葉中央 戸塚 第4試合

13時15分 主審 13時15分

補助審

第5試合 対戦 河内 バディ 高崎 横須賀 武田消毒 戸木南 石岡 KAISHIN 第5試合

14時10分 主審 14時10分

補助審

第6試合 対戦 欅 松戸 つくば 川越 戸塚 前橋南 横浜 千葉中央 第6試合

15時05分 主審 15時05分

補助審

松戸フットボールクラブ(千葉2)

チーム名

河内SCジュベニール(栃木)

横須賀シーガルズAMY(神奈川2)

バディフットボールクラブ(東京2)

チーム名

高崎セレソンフットボールクラブ(群馬1)

チーム名

つくばＦＣガールズ(茨城1)

欅スポーツクラブ女子サッカー部(東京１)

川越女子ジュニアサッカークラブ(埼玉2)

横浜

戸木南

ＦＣ石岡(茨城2)

武田消毒ジェイドＦＣ(山梨)

ＦＣ　ＫＡＩＳＨＩＮ(東京３)

戸木南ボンバーズＦＣ(埼玉1)

チーム名

横浜ウインズ(神奈川1)

武田消毒

戸木南

川越 前橋南

バディ 河内

くまぴあ 第1コート くまぴあ 第2コート 熊谷西 第３コート 熊谷西 第４コート

千葉中央

つくば 欅 横浜 戸塚

高崎

横須賀 KAISHIN

武田消毒

戸塚ＦＣガールズ(埼玉3)

千葉中央ＦＣ U12ガールズ(千葉1)

FC前橋南(群馬2)

松戸 川越 前橋南

欅 松戸 戸塚 前橋南

高崎 横須賀 石岡 KAISHIN

つくば 川越 千葉中央

平成27年11月14日(土)

河内 横須賀 武田消毒 KAISHIN

高崎 バディ 石岡 戸木南

欅 つくば 戸塚 横浜

松戸 千葉中央

バディ 石岡

河内

大会日程・予選リーグ 第28回８都県少女サッカー大会 
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期日：

会場： 熊谷市スポーツ文化村「くまぴあ」　（人工芝2面、第１・第２コートとする）

◆ １位パート トーナメント

PK２　３ グループＡ１位 バディフットボールクラブ(東京2) 2

３ 1面②11:00

PK３　３ グループＣ１位 戸木南ボンバーズＦＣ(埼玉1)

1面④13:00 2面④13:00

0 グループＢ１位 松戸フットボールクラブ(千葉2) ３

１ 2面②11:00

1 グループＤ１位 横浜ウインズ(神奈川1)

◆ ２位パート トーナメント

０ グループＡ２位 横須賀シーガルズAMY(神奈川2) ０

１ 1面①10:00

２ グループＣ２位 ＦＣ　ＫＡＩＳＨＩＮ(東京３)

1面③12:00 2面③12:00

０ グループＢ２位 つくばＦＣガールズ(茨城1) ２

２ 2面①10:00

３ グループＤ２位 千葉中央ＦＣ U12ガールズ(千葉1)

会場： 熊谷スポーツ文化公園　西第一多目的グラウンド　（天然芝2面、第３・第４コートとする）

◆ ３位パート トーナメント

PK１　０ グループＡ３位 河内SCジュベニール(栃木) ０

０ 3面②11:00

PK１ PK２　０ グループＣ３位 武田消毒ジェイドＦＣ(山梨)

3面④13:00 4面④13:00

PK２ PK０　１ グループＢ３位 川越女子ジュニアサッカークラブ(埼玉2) ３

０ 4面②11:00

PK２　１ グループＤ３位 戸塚ＦＣガールズ(埼玉3)

◆ ４位パート トーナメント

２ グループＡ４位 高崎セレソンフットボールクラブ(群馬1)

２ 3面①10:00

１ グループＣ４位 ＦＣ石岡(茨城2) ２

3面③12:00 4面③12:00 PK１

５ グループＢ４位 欅スポーツクラブ女子サッカー部(東京１)

０ 4面①10:00 PK３

０ グループＤ４位 FC前橋南(群馬2) ２

《試合時間割と対戦、審判割当》 試合時間　20-5-20分

第1試合 対戦 横須賀 KAISHIN つくば 千葉中央 高崎 石岡 欅 前橋南 第1試合

10時00分 主審 10時00分

補助審

第2試合 対戦 バディ 戸木南 松戸 横浜 河内 武田消毒 川越 戸塚 第2試合

11時00分 主審 11時00分

補助審

第3試合 対戦 KAISHIN 千葉中央 横須賀 つくば 高崎 欅 石岡 前橋南 第3試合

12時00分 主審 12時00分

補助審

第4試合 対戦 戸木南 横浜 バディ 松戸 武田消毒 戸塚 河内 川越 第4試合

13時00分 主審 13時00分

補助審

KAISHIN

横須賀 つくば

千葉中央 石岡

高崎 欅

くまぴあ 第1コート くまぴあ 第2コート 熊谷西 第３コート 熊谷西 第４コート

バディ 松戸フ 河内 川越

戸木南 横浜 武田消毒 戸塚

前橋南

戸木南 バディ 武田消毒 河内

平成27年11月15日(日)

千葉中央 つくば 欅 前橋南

横浜 松戸 戸塚 川越

KAISHIN 横須賀 高崎 石岡

大会日程・順位トーナメント 第28回８都県少女サッカー大会 
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