
⽇付 対戦相⼿ 勝敗 スコア 得点者（アシスト）

12⽉4⽇ 桜美林⼤学 ○ 4-0 井上貴(＊) 伊藤(秋⽥) 鈴⽊(＊) 郡司(＊)
12⽉10⽇ 亜細亜⼤学 ● 0-2

3⽉31⽇ ⼯学院⼤学 ○ 6-0
井上貴(辻川) 鈴⽊(郡司) 郡司(辻川) 江森
(＊)  郡司(＊) 江森(⻄内)

4⽉1⽇ 東京⼤学 ● 0-3

5⽉6⽇ ⼯学院⼤学 ○ 3⽉1⽇ ⼭本(佐藤) 冠(橋) 郡司(井上貴)
5⽉13⽇ 東京電機⼤学 ○ 4-0 ⼭下(橋) ⻄内(＊) 平本(＊) 佐藤(郡司)

5⽉20⽇ 杏林⼤学 ○ 8-0
鈴⽊(橋) ⼭本(＊) 郡司(⽇⽐野) ⼭下(⽇⽐
野) 鈴⽊(＊) 郡司(⼭本) 橋(＊) ⼭本(寺⽥)

5⽉27⽇ 北⾥⼤学 ○ 13-0
郡司(江森) ⼭⽥(江森) 郡司(辻川) 江森(辻
川) 辻川(郡司) 辻川(城井⽥) 辻川(＊) ⼭
本(⼭⽥) 郡司(＊) ⼭本(橋) 江⼝(＊) ⾼⽊

6⽉10⽇ 東京⼯業⼤学 △ 2⽉2⽇ 江森(辻川)  江森(平本)
6⽉17⽇ 都留⽂科⼤学 ○ 1-0 江森(伊藤)

6⽉24⽇ 和光⼤学 ○ 6⽉1⽇
⼭⽥(辻川) 江森(PK) 井上貴(辻川) ⽯崎(江
森) 井上貴(江森) 井上貴(伊藤)

武蔵⼤学 ● 0-1
成蹊⼤学 ● 0-3
成城⼤学 ● 0-1

成蹊Ｂ ● 1⽉2⽇ ⻄内(村⼭)
成蹊Ａ ○ 2⽉1⽇ ⼭本恭(伊藤)  ⼭本恭(伊藤)

甲南Ｂ ● 1⽉6⽇ 寺⽥(＊)
甲南Ａ ● 1⽉3⽇ 伊藤(＊)

8⽉26⽇ 和光⼤学 ○ 6⽉1⽇
井上貴(伊藤) 郡司(伊藤) 郡司(PK) 江森(城
井⽥) 郡司(⽯崎) 井上貴(⼭下)

9⽉2⽇ 東京理科⼤学 ○ 4-0
江森(⽯崎) ⼭⽥(江森) ⼭本恭(伊藤) 江森
(井上貴)

9⽉9⽇ 国際基督教⼤学 ○ 4-0 江森(⼭下) 郡司(井上⼤) 辻川(＊) OWN
9⽉16⽇ 都留⽂科⼤学 ○ 4-0 井上⼤(⽥中) 郡司(PK) 郡司(＊) 江森(郡司)
9⽉23⽇ 桜美林⼤学 ○ 4⽉1⽇ 江森(伊藤) 郡司(江森) 伊藤(PK) 郡司(⽯崎)

9⽉30⽇ 東京外国語⼤学 ○ 6-0
郡司(PK) 伊藤(＊) ⼭下(＊) OWN 松⽥(篠
原) ⼭本恭(中村)

10⽉7⽇ ⽇本⼤学⽣物資源科学部 ● 1⽉2⽇ 伊藤(PK)
10⽉14⽇ 東京⼯業⼤学 ○ 3-0 ⼭本恭(伊藤) 江森(＊) 鈴⽊(江森)
10⽉21⽇ ⼭梨⼤学 ● 1⽉4⽇ 冠(井上貴)

10⽉29⽇ ⽴教⼤学 △ 2⽉2⽇ 秋⽥(城井⽥) 郡司(＊)
4⽉28⽇ 成城⼤学 △ 1⽉1⽇ ⼭本(寺⽥)
5⽉12⽇ 東京⼤学 △ 4⽉4⽇ 飯⼭(＊) ⾓⽥(＊) 斎藤(＊) ⼤⾕(＊)

5⽉19⽇ ⼤東⽂化⼤学 ○ 6⽉2⽇
伊藤(佐藤) 辻川(⿊⽥) 中村(佐藤) 平本(伊
藤) 伊藤(＊) 松⽥(＊)

5⽉26⽇ 東京経済⼤学 ● 1⽉6⽇ 井上貴(中村)
6⽉2⽇ 成蹊⼤学 ● 2⽉4⽇ 伊藤(中村) 井上貴（中村）
6⽉9⽇ 亜細亜⼤学 ○ 2⽉1⽇ ⼩林(中村) 中村(⼤島)

6⽉16⽇ ⽴教⼤学 ● 1⽉7⽇ 伊藤(江森)
6⽉23⽇ 明治学院⼤学 ● 2⽉3⽇ 松⽥(＊) 松⽥(伊藤)
6⽉30⽇ 帝京⼤学 ○ 4⽉2⽇ 冠(＊) 平本(辻川) 冠(⻄内) 冠(＊)

7⽉21⽇ 上智⼤学 ○ 6⽉5⽇
江⼝(寺⽥) ⼩林(＊) ⼩林(＊) 寺⽥(⽥所)
⽥所(＊) ⼩林(＊)

8⽉25⽇ 成城⼤学 ○ 3⽉1⽇ ⽥所(辻川) ⽥中(⽯井) 寺⽥(松⽥)

7⽉15⽇

甲南戦

8⽉18⽇

東京都3部秋季対抗戦（第2位）

サタデーリーグ

東京都3・4部春季対抗戦（ Cブロック第1位）

四⼤戦（第4位）

8⽉5⽇

成蹊戦

1 新⼈戦



9⽉8⽇ 東京⼤学 ● 0-4
9⽉15⽇ ⼤東⽂化⼤学 ● 1⽉4⽇ ⼩林(佐藤)
9⽉22⽇ 東京経済⼤学 ● 0-2
9⽉29⽇ 成蹊⼤学 ● 0-5

10⽉13⽇ ⽴教⼤学 ● 1⽉3⽇ 佐藤(＊)
10⽉20⽇ 明治学院⼤学 ○ 4⽉2⽇ 松⽥(郡司) 郡司(中村) 郡司(⻄内) 神⾕(＊)

10⽉30⽇ ⽇本⼤学医学部 ○ 6⽉2⽇
郡司(＊) 村⼭(⼤⾕) ⼤⾕(村⼭) 辻川(＊)
村⼭(辻川) 辻川(城井⽥)

11⽉12⽇ リクルート ● 3⽉4⽇ 井上貴(伊藤) 伊藤(佐藤) ⼭⽥(＊)
11⽉19⽇ 東京経済⼤学 ● 2⽉3⽇ 井上貴(＊) 伊藤(＊)
11⽉23⽇ ⽂教⼤学 ○ 4⽉2⽇ 郡司(佐藤) 井上貴(＊) 伊藤(＊) 郡司(伊藤)
11⽉26⽇ 成城⼤学 ● 2⽉9⽇ 永井崇(＊) 平本(＊)

11⽉27⽇ 千葉⼤学 ○ 5⽉3⽇
郡司(＊) 永井崇(＊) ⽇⽐野(PK) ⼤⾕(＊)
永井崇(＊)

2⽉25⽇ 明治学院⼤学 △ 2⽉2⽇ 郡司(＊) 郡司(＊)
2⽉26⽇ 千葉⼤学 ● 3⽉7⽇ 城井⽥(郡司) ⼭下(城井⽥) ⼭下(平本)
3⽉2⽇ 獨協⼤学 ○ 4⽉1⽇ 郡司(辻川) 辻川(郡司) 郡司(＊) 郡司(伊藤)
3⽉3⽇ ⽇本⼤学⽂理学部 ● 1⽉2⽇ ⻄内(＊)
3⽉4⽇ 国際基督教⼤学 △ 4⽉4⽇ 寺⽥(＊) 飯⼭(＊) 城井⽥(⼭下) 江⼝(⽯崎)

3⽉4⽇ 拓殖⼤学 ○ 6⽉2⽇
⼭⽥(辻川) 郡司(井上貴) 江森(＊) 辻川(郡
司) 井上貴(辻川) ⼭下(＊)

3⽉7⽇ ⾸都⼤学 ○ 4⽉2⽇ 郡司(＊) 井上貴(＊) 平本(江森) 平本(＊)

3⽉10⽇ 東京経済⼤学 ○ 10⽉4⽇
郡司(辻川) 寺⽥(城井⽥) 郡司(＊) 井上貴
(＊) 郡司(⽯崎) 鈴⽊(＊) 江森(＊) 平本
(＊) ⼤下(江⼝) 松⽥(⼭本)

3⽉11⽇ ⼤東⽂化⼤学 ● 0-2

3⽉17⽇ ⽇本⼤学⽂理学部 ○ 8⽉5⽇
辻川(＊) 郡司(江森) 郡司(⽯崎) 城井⽥(江
森) ⽯崎(井上貴) 郡司(＊) 郡司(＊) 郡司

3⽉20⽇ 上智⼤学 ○ 7⽉3⽇
郡司(＊) 郡司(辻川) 江森(辻川) ⽯崎(＊)
江森(＊) 松⽥(＊) 坂野(平本)

3⽉24⽇ 都留⽂科⼤学 ○ 2⽉13⽇

辻川(鈴⽊) 郡司(鈴⽊) 鈴⽊(郡司) 秋⽥(＊)
郡司(⽯崎) 郡司(＊) 城井⽥(＊) 井上貴(辻
川) 郡司(＊) 松⽥(辻川) 井上貴(⽯崎) 松
⽥(⽯崎) 松⽥(＊)

3⽉25⽇ 武蔵⼤学 ○ 5⽉2⽇
鈴⽊(⼭本) 辻川(城井⽥) 郡司(＊) 平本(⼤
下) 松⽥(＊)

3⽉28⽇ 成蹊⼤学 ○ 1-0 松⽥(＊)
4⽉5⽇ 拓殖⼤学 ● 1⽉13⽇ ⻄内(＊)
4⽉7⽇ 創価⼤学 ○ 3⽉2⽇ 鈴⽊(井上貴) 井上貴(辻川) 辻川(鈴⽊)
4⽉8⽇ ⽇本⼤学⽂理学部 ○ 3⽉2⽇ 冠(⻄内) 冠(宮崎) 飯⼭(宮崎)

4⽉14⽇ 東京⼯業⼤学 ○ 6-0
井上貴(松⽥) 井上貴(＊) 鈴⽊(＊) ⼤下(＊)
⼭⽥(伊藤) 郡司(冠)

4⽉14⽇ ⽴教⼤学 ● 2⽉6⽇ 江森(飯⼭) ⼭下(⼤島)
4⽉15⽇ 國學院⼤学 ● 0-14
4⽉21⽇ 桜美林⼤学 ● 0-4

4⽉21⽇ 東京⼤学 ○ 9⽉2⽇
平本(＊) 井上貴(伊藤) 城井⽥(秋⽥) 城井⽥
(＊) 江⼝(＊) 伊藤(＊) 伊藤(＊) 冠(⻄内)

4⽉22⽇ 成蹊⼤学 ○ 6⽉3⽇
伊藤(＊) ⽥所(城井⽥) 伊藤(橋) ⽥所(＊)
堀川(斎藤) ⾼⽊(＊)

4⽉28⽇ 成城⼤学 ○ 1-0 ⻄内(郡司)

4⽉29⽇ 千葉⼤学 ○ 7⽉4⽇
⼭⽥(伊藤) ⽥所(郡司) 冠(佐藤) 冠(江⼝)
平本(江⼝) 位川(＊) ⻄内(⼭本)

5⽉3⽇ 上智⼤学 ○ 7-0
冠(平本) ⼭下(＊) 位川(平本) 伊藤(＊) 伊
藤(城井⽥) 伊藤(＊) 伊藤(＊)

5⽉11⽇ 京華⾼校 ○ 7-0
郡司(篠原) 井上貴(鈴⽊) ⼭⽥(⼭本) 郡司
(井上貴) 平本(＊) 平本(⿊⽥) 中村(＊)

練習試合



5⽉12⽇ 東京⼤学 ○ 1-0 神⾕(飯⼭)

5⽉12⽇ 慶應⼤学 ○ 6⽉1⽇
⼭⽥(井上貴) 井上貴(伊藤) ⼭下(⼭本) ⼭本
(＊) 松⽥(佐藤) 平本(橋)

5⽉19⽇ ⼤東⽂化⼤学 ○ 5-0
江森(鈴⽊) 江森(⽇⽐野) 寺⽥(＊) ⼭本(＊)
郡司(⾓⽥)

5⽉26⽇ 東京経済⼤学 ○ 4-0 ⾼⽊(鈴⽊） 斎藤(鈴⽊) ⾼⽊(＊) 斎藤(＊)
6⽉2⽇ ⽇本⼤学⽂理学部 △ 4⽉4⽇ ⼩林(神⾕) 郡司(＊) 鈴⽊(江森) 郡司(⼭下)

6⽉3⽇ 千葉⼤学 ○ 6⽉3⽇
江森(＊) 郡司(辻川) 井上貴(⼭下) 郡司(⼭
下) 郡司(＊) 郡司(＊)

6⽉16⽇ ⽴教⼤学 ● 0-3
6⽉23⽇ 明治学院⼤学 ○ 2⽉1⽇ ⼩林(＊) ⻄内(PK)
6⽉30⽇ 帝京⼤学 △ 0-0

7⽉1⽇ 東京外国語⼤学 ○ 5⽉4⽇
飯⼭(⼩林) ⼩林(神⾕) 神⾕(⽯井) 神⾕(＊)
斎藤(⽇⽐野)

7⽉1⽇ 成蹊⼤学 ○ 7-0
辻川(郡司) 伊藤(辻川) 郡司(井上⼤) 井上貴
(伊藤) 井上貴(松⽥) 井上貴(伊藤) 郡司(伊

7⽉7⽇ 慶應義塾⼤学 ○ 9⽉6⽇
郡司(伊藤) 郡司(井上⼤) 郡司(＊) 伊藤(＊)
⽥中(＊) 松⽥(⽥中) ⽥中(＊) 中村(⽥中)
⼩林(平本)

7⽉8⽇ ⽇本⼤学医学部 ○ 4⽉2⽇ 平本(＊) 飯⼭(⽥所) 飯⼭(⽥所) 斎藤(＊)
7⽉11⽇ ⽴教⼤学 ● 2⽉5⽇ 郡司(⼭本恭) 秋⽥(＊)
7⽉14⽇ ⽇本⼤学⽂理学部 ● 2⽉7⽇ 堀川(＊) 飯⼭(宇塚)

7⽉21⽇ 上智⼤学 ○ 6-0
⼭⽥(伊藤) ⼭下(城井⽥) 江森(井上貴) 伊藤
(江森) 江森(＊) 伊藤(＊)

8⽉4⽇ ⽂教⼤学 ● 5⽉6⽇
⼭⽥(伊藤) 辻川(⾓⽥) 伊藤(⽥所) ⻄内(中
村) ⼩林(⻄内)

8⽉5⽇ 上智⼤学 ○ 7⽉4⽇
郡司(＊) 伊藤(PK) 井上貴(伊藤) 井上⼤(郡
司) 中村(＊) ⽥中(辻川) ⻄内(⼩林)

8⽉9⽇ ⽇本⼤学⽂理学部 ● 2⽉3⽇ 辻川(⽯崎) ⼩林(＊)

8⽉8⽇ ⼀橋⼤学 ○ 9⽉1⽇
伊藤(郡司) 郡司(＊) 郡司(城井⽥) ⼭⽥(辻
川) ⼩林(中村) ⼩林(江⼝) ⽥所(＊) 中村
(＊) ⽥所(⼩林)

8⽉19⽇ 桜美林⼤学 ● 3⽉5⽇ 辻川(＊) ⽯井(辻川) 宮崎真(中村)

8⽉22⽇ 獨協⼤学 ● 8⽉10⽇
郡司(伊藤) 郡司(井上⼤) ⻄内(＊) 辻川(＊)
辻川(＊) ⽯井(＊) ⽥中(中村) ⽥中(＊)

8⽉25⽇ 埼⽟県⽴⼤学 ● 0-1
9⽉8⽇ 東京⼤学 △ 0-0

9⽉8⽇ ⼤東⽂化⼤学 ○ 7⽉1⽇
⽥所(⻄内) ⼩林(佐藤) ⼩林(冠) OWN ⼩
林(佐藤) ⽇⽐野(⻄内) ⻄内(＊)

9⽉15⽇ OB ● 2⽉5⽇ ⻄内(PK) 永井崇(斎藤)
9⽉15⽇ ⼤東⽂化⼤学 ● 1⽉4⽇ ⽥所(辻川)
9⽉22⽇ 東京経済⼤学 ● 0-3
9⽉29⽇ ⼀橋⼤学 ○ 2⽉1⽇ 平本(＊) 神⾕(江邊)
10⽉6⽇ ⼀橋⼤学 ● 1⽉5⽇ 堀川(村⼭)

10⽉13⽇ 桜美林⼤学 ● 0-1
10⽉13⽇ ⽴教⼤学 ○ 2-0 神⾕(PK) ⼩林(⿊⽥)
10⽉20⽇ 明治学院⼤学 ○ 3-0 井上⼤(永井崇) 飯⼭(井上⼤) ⼩林(＊)


