
【開会式】２月５日(日)　ＡＭ９：００　武蔵野シティＦＣ【横河】（武蔵野市）
２月　５日（日）  予定通り実施

クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判
安田博昭

関口泰弘

ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 11:35 （３） 西東京
ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 13:25 （２） 武蔵野

一　　般 一回戦 9:30 ５ 国分寺 西村敏行

一　　般 一回戦 11:20 ４ 三　鷹 酒井直彦

ｼﾆｱ男子O-60 一回戦 13:10 Ⅰ 小　平
ｼﾆｱ男子O-60 一回戦 14:05 Ⅱ 小　平
ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 15:00 （１） 立　川

一　　般 一回戦 9:30 ３ 調　布 藤井　明

一　　般 一回戦 11:20 ２ 羽　村 石川泰基

ｼﾆｱ男子O-50 一回戦 13:10 ＜１＞ 国　立
ｼﾆｱ男子O-50 一回戦 14:15 ＜２＞ あきる野
ｼﾆｱ男子O-50 一回戦 15:20 ＜３＞ 昭　島
ｼﾆｱ男子O-60 一回戦 9:30 Ⅲ 稲　城 連　盟

ｼﾆｱ男子O-60 一回戦 10:25 Ⅳ 稲　城 連　盟

ｼﾆｱ男子O-60 一回戦 11:20 Ⅴ 福　生
ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 12:15 （６） 青　梅
ｼﾆｱ男子O-40 一回戦 13:40 （４） 町　田

一　　般 一回戦 9:00 1 八王子 木村勇造

ｼﾆｱ女子O-35 一回戦 10:50 ［１］ 東久留米 油井邦行

女　　子 一回戦 11:55 ⑦ 日　野

女　　子 一回戦 13:20 ① 東村山

２月１２日（日）  予定通り実施
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 9:30 （１１） 東久留米 安田博昭

ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 10:55 （１０） 武蔵野 関口泰弘

ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 12:20 （９） 日　野
ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 13:45 （８） 八王子
ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 15:10 （７） あきる野

女　　子 一回戦 9:30 ④ 羽　村 藤井　明

女　　子 一回戦 10:55 ③ 調　布 田岡敏行

女　　子 一回戦 12:20 ② 青　梅

女　　子 一回戦 13:45 ⑧ 東大和
ｼﾆｱ女子O-35 一回戦 15:10 ［２］ 青　梅
ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 9:30 （１２） 三　鷹 吉野　亨

ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 10:55 （１３） 小　平 鈴木　豪

ｼﾆｱ男子O-40 二回戦 12:20 （１４） 三　鷹

女　　子 一回戦 13:45 ⑥ 立　川

一　　般 二回戦 9:30 １５ 稲　城 油井邦行

一　　般 二回戦 11:15 １４ 福　生 浜中昌之

一　　般 二回戦 13:00 １３ 東村山

一　　般 二回戦 14:45 １２ 府　中

一　　般 二回戦 9:30 １１ 多　摩 小林三郎

一　　般 二回戦 11:15 １０ 町　田 根岸雄二

一　　般 二回戦 13:00 ９ 国　立

一　　般 二回戦 14:45 ８ 国分寺
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町田市 相原中央グランド

本部

運営 町田市

八王子市 戸吹スポーツ公園

本部

運営 八王子市

稲城市
稲城長峰スポーツ広
場（サッカー場）

本部

運営 稲城市

武蔵野市
武蔵野中央公園
スポーツ広場

本部

運営 武蔵野市

調布市 関東村E3グランド

本部

運営 調布市

府中市 郷土の森 市民サッカー場  

本部

運営 府中市

会　　場 会場担当

稲城市 南多摩スポーツ広場

本部

運営 稲城市

三鷹市 大沢総合グランド

本部

運営 三鷹市

調布市 関東村E3グランド

本部

運営 調布市

武蔵野市
武蔵野シティＦＣ

【横河】

本部

運営 武蔵野市

一回戦 9:45 ７ 東大和

試　　合　　日　　程　　表

会　　場 会場担当

一　　般



２月１９日（日）  予定通り実施
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 9:30 ＜５＞ 八王子 安田博昭

ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 10:35 ＜４＞ 武蔵野 関口泰弘

ｼﾆｱ女子O-35 二回戦 11:40 ［３］ 八王子
ｼﾆｱ女子O-35 二回戦 12:45 ［４］ 八王子
ｼﾆｱ男子O-60 二回戦 13:50 Ⅵ 福　生
ｼﾆｱ男子O-60 二回戦 14:45 Ⅶ 福　生

女　　子 二回戦 9:30 ⑩ 日　野 田岡敏行

女　　子 二回戦 10:55 ⑪ 調　布 竹内　潔

一　　般 三回戦 12:20 １８ 東久留米

一　　般 三回戦 14:10 １９ あきる野

女　　子 二回戦 9:30 ⑨ 羽　村 松村栄寿

女　　子 二回戦 チアフル日野不戦勝 ⑫ ゲームなし 二瓶信行

一　　般 三回戦 12:20 １７ 東大和

一　　般 三回戦 14:10 １６ 青　梅
ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 10:00 ＜７＞ 昭　島 連　盟

ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 11:05 ＜６＞ 国　立 連　盟

ｼﾆｱ女子O-35 二回戦 12:10 ［５］ 多　摩
ｼﾆｱ女子O-35 二回戦 13:15 ［６］ 多　摩
ｼﾆｱ男子O-60 二回戦 14:20 Ⅷ 三　鷹
ｼﾆｱ男子O-60 二回戦 15:15 Ⅸ 三　鷹
ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 10:00 ＜１１＞ 東村山 小林三郎

ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 11:05 ＜１０＞ 立　川 根岸雄二

ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 12:10 ＜９＞ 国分寺
ｼﾆｱ男子O-50 二回戦 13:15 ＜８＞ 小　平

２月２６日（日）　予定通り実施
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

ｼﾆｱ男子O-40 三回戦 9:30 （１５） 調　布 西村敏行

ｼﾆｱ男子O-40 三回戦 10:55 （１６） 国分寺 神田　斉

ｼﾆｱ男子O-40 三回戦 12:20 （１７） 日　野
ｼﾆｱ男子O-40 三回戦 13:45 （１８） 三　鷹
ｼﾆｱ男子O-50 三回戦 9:30 ＜１２＞ 東村山 小林三郎

ｼﾆｱ男子O-50 三回戦 10:35 ＜１３＞ 西東京 根岸雄二

ｼﾆｱ男子O-50 三回戦 11:40 ＜１４＞ 武蔵野
ｼﾆｱ男子O-50 三回戦 12:45 ＜１５＞ 昭　島
ｼﾆｱ女子O-35 三回戦 9:30 ［７］ 府　中 二瓶信行

ｼﾆｱ女子O-35 三回戦 10:35 ［８］ 府　中 油井邦行

ｼﾆｱ男子O-60 三回戦 11:40 Ⅹ 府　中
ｼﾆｱ男子O-60 三回戦 12:35 ⅩⅠ 府　中

西東京市 向台運動場B面

本部

運営

本部

運営

西東京市

●会場内禁煙厳守をお願いします。

●ゴミ(ペットボトル・空缶・弁当空容器　等)は必ず持ち帰る。

●各会場とも駐車スペースがありません。(乗り合わせ遵守)
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府中市

会場担当

三鷹市 大沢総合グランド

本部

運営 三鷹市

府中市 郷土の森 市民サッカー場  

国立市
河川敷公園

サッカーグランド

本部

運営 国立市

立川市 砂川中央グランド

本部

運営 立川市

調布市 関東村E3グランド

本部

運営 調布市

本部

府中市 郷土の森 市民サッカー場  

運営 府中市

試　　合　　日　　程　　表

会　　場 会場担当

武蔵野市
武蔵野中央公園
スポーツ広場

本部

運営 武蔵野市



３月　５日（日） 予定通り実施
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

ｼﾆｱ男子O-40 準決勝 9:30 （１９） 稲　城 小林三郎

ｼﾆｱ男子O-40 準決勝 10:55 （２０） 町　田 根岸雄二

女　　子 準決勝 12:20 ⑬ 八王子

女　　子 準決勝 13:45 ⑭ 調　布
ｼﾆｱ男子O-50 準決勝 15:10 ＜１７＞ 福　生

一　　般 準決勝 9:30 20 東久留米 西村敏行

一　　般 準決勝 11:20 21 東大和 井上　徹

ｼﾆｱ男子O-50 準決勝 13:10 ＜１６＞ 三　鷹
ｼﾆｱ男子O-60 決勝 14:15 ⅩⅡ 連　盟
ｼﾆｱ女子O-35 決勝 15:10 ［９］ 連　盟

３月１２日（日）
クラス 対　戦 ｷｯｸｵﾌ ﾄｰﾅﾒﾝﾄNo. 審　判

ｼﾆｱ男子O-50 決　勝 9:30 ＜１８＞ 連　盟

女　　子 決　勝 10:35 ⑮ 連　盟
ｼﾆｱ男子O-40 決　勝 12:00 （２１） 連　盟

一　　般 決　勝 13:25 ２２ 連　盟

【決　勝　戦 ・ 閉　会　式】
ｼﾆｱ女子O-35、ｼﾆｱ男子O-60 ３月　５日(日)　大沢総合グランド（三鷹市）
ｼﾆｱ男子O-50、女子、ｼﾆｱ男子O-40、一般 ３月１２日(日)　郷土の森市民サッカー場(府中市)

自　宅　　携帯のみ
携　帯　　０９０－3408－0749
自　宅　　携帯のみ
携　帯　　０９０－５３０４－１１９１
自　宅 ０４２－３９４－５０３４
携　帯 ０９０－８４９７－４３６４
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大会結果は「八王子サッカー協会」のホームページ

http://www.h-fa.com/　　に掲載されます。

つながれ人の和！ サッカーの輪！

三多摩サッカー連盟　　会長　小泉　　修

 　　　　　         　　　　　　　　  　  役員一同

＜　運　営　＞ 油井　邦行

＜　審　判　＞ 小山　敏彦

＜　チーム　＞ 斎藤　直広

府中市
郷土の森

市民サッカー場
(人工芝)

本部

運営 府中市

雨天時の問合せ先（７：００～７：３０時間厳守）

連　盟

三鷹市 大沢総合グランド

本部

運営 三鷹市

会　　場 会場担当

会　　場 会場担当

稲城市
稲城長峰スポーツ広
場（サッカー場）

本部

運営 稲城市

試　　合　　日　　程　　表


