
午前の部
No. グループ チーム名 略称 活動地域 代表者 人数

1 Ａ FC KAISHIN　A KAISHIN A 練馬区 江南竜太
2 Ａ 欅スポーツクラブ女子サッカー部ホワイト 欅SC ホワイト 日野市 大野　博之
3 Ａ 東大和４ＦＣ・Ｇｉｒｌｓ 東大和４ＦＣ 東大和市 宮澤　尚之
4 Ａ 上北沢サッカークラブ 上北沢SC 世田谷区 宮内牧恵
5 Ｂ 欅スポーツクラブ女子サッカー部レッド 欅SC レッド 日野市 大野　博之
6 Ｂ 杉九サッカークラブ　ティフォーネ 杉九SC 杉並区 木谷　浩明
7 Ｂ 一之江キッカーズレディース 一之江ｷｯｶｰｽﾞ 江戸川区 苫米地満博
8 Ｂ FC平野 FC平野 足立区 伊藤仁
9 Ｃ バディフットボールクラブ　ブルー バディ　ブルー 世田谷区 太田　直子

10 Ｃ SCUDETTO Girls SCUDETTO 狛江市 早田正司
11 Ｃ 武蔵野なでしこ 武蔵野なでしこ 武蔵野市
12 Ｃ 高井戸東サッカークラブ エストレーガ 高井戸東SC 杉並区 浅野　貴之
13 Ｄ FC KAISHIN　B KAISHIN B 練馬区 江南竜太
14 Ｄ 小平FCイレブンガールズ 小平FCイレブン小平市 丸山　寛之
15 Ｄ 個人参加① 個人参加①
16 Ｄ バディフットボールクラブ　ホワイト バディ　ホワイト世田谷区 太田　直子

午後の部
17 Ｅ 府中なでしこ　TAKO 府中 TAKO 府中市 市川　慎介
18 Ｅ 羽沢・高山レディース 羽沢・高山 三鷹市 村上　健志
19 Ｅ 個人参加② 個人参加②
20 Ｅ 目黒ガールズFC 目黒ガールズ 目黒区 今村芳樹
21 Ｆ FC南大沢 FC南大沢 八王子市 石橋孝士
22 Ｆ 上鷺宮フットボールクラブ 上鷺宮FC 中野区 西村英次郎
23 Ｆ SEIRIN_Girls SEIRIN_Girls 江戸川区 荒尾善之
24 Ｆ 個人参加③ 個人参加③
25 Ｇ 綾南フットボールクラブガールズ 綾南FCG 葛飾区 長井　浩
26 Ｇ なかのサッカークラブガールズ なかのSCG 八王子市 中村 健
27 Ｇ 葛西FC　Girls 葛西FCGirls 江戸川区 笹原 伸
28 Ｇ 東加平キッカーズ女子MOON 東加平MOON 足立区 岩崎博之
29 Ｈ FCエスブランコ エスブランコ 江戸川区 篠原　和之
30 Ｈ 調布コスモス 調布コスモス 調布市 高木　芳裕
31 Ｈ 城山サッカークラブ 城山SC 世田谷区 石川　稔
32 Ｈ 東加平キッカーズ女子SUN 東加平SUN 足立区 岩崎博之
33 Ｉ FCレパード　マスカッツ FCレパード 板橋区 松浦昌彦
34 Ｉ 小平八小SC 小平八小SC 小平市 小平 雅史
35 Ｉ FC.VEARE FC.VEARE 江戸川区 飯澤 賢大
36 Ｉ 富士見丘アンジェリーナ 富士見丘 杉並区 竹内秀和
37 Ｊ FCアマゾネス明正 アマゾネス明正世田谷区 伊礼 優子
38 Ｊ 浜田山JSCS 浜田山JSCS 杉並区 山下　尚子
39 Ｊ 府中なでしこ IKA 府中　IKA 府中市 市川　慎介
40 Ｊ ＦＣ戸越 FC 戸越 品川区 山岡　秀輝

連絡代表者（保護者名） 所属チーム 活動地域 代表者 人数
午前 個人参加① 成澤 小松川SC 江戸川区 加藤 規夫 1

（Dグループ） 竹村 小金井1.SC 小金井市 丸山良亮 2
長谷山 日本橋フットボールクラブ 中央区 2
伊藤（前川） FC高円寺 杉並区高円寺 伊藤　遥子 1

午後 個人参加② 森久 みなみ野SC 八王子市みなみ野 上嶋康秀 2
(Eグループ） 金井（　　　） 塚戸フォルトゥーナ 世田谷区 金井 美枝 5
個人参加③ 野崎 プリメイロスフットボールクラブ 日野市 2
（Fグループ） 本橋 清瀬蹴楽フットボールクラブ 清瀬市 加藤宏輝 1

佐々木 西八王子少年サッカークラブ 八王子市 佐々木 聖也 2
船戸 ｸﾘｱｰｼﾞｭFCｴﾐｭｰ 足立区 1
福島 ｸﾘｱｰｼﾞｭFCｴﾐｭｰ 足立区 1

東京FA会長杯少女ミニサッカー大会参加チーム一覧【予選リーグ組み分け】


