
品川区リーグＵｰ１２ 品川区少年サッカー連盟：平成３０年度 ２０１８．１１．１１更新

Ｓ１ ﾌｪﾆｯｸｽ 八潮 EUFC 立会 エルフ アンビ ヴィゴ 大間窪 ＳＪＣ 後地 戸越 ｱﾝﾌｨﾆ 点 得 失 差

①ＦＣフェニックス ●2-4 ○3-0 △0-0 △2-2 ○2-0 ○4-0 ○2-0 ○5-0 ○3-0 ○3-0 ○9-0 26 35 6 29

②八潮ＦＣ ○4-2 ●1-2 ○1-0 △0-0 ○2-0 ○3-1 △0-0 ○3-0 ○6-1 ○3-0 ○1-0 26 24 6 18

③ＥＵＦＣ ●0-3 ○2-1 ●1-5 ○3-0 △2-2 ○3-2 ○6-2 ○1-0 ○3-1 ○2-1 ○4-0 25 27 17 10

④立会ＤＦＣ △0-0 ●0-1 ○5-1 ○1-0 △1-1 ○6-2 △1-1 ●0-1 ○1-0 ○5-0 ○8-0 21 28 7 21

⑤エルフシュリット品川 △2-2 △0-0 ●0-3 ●0-1 ○1-0 △1-1 ○1-0 ○2-0 ○2-0 ○5-0 ○4-0 21 18 7 11

⑥ＦＣアンビシャス ●0-2 ●0-2 △2-2 △1-1 ●0-1 △2-2 ○3-1 ○2-1 ○2-0 ○4-2 ○6-0 18 22 14 8

⑦ヴィゴール品川 ●0-4 ●1-3 ●2-3 ●2-6 △1-1 △2-2 ○2-0 ○4-0 △0-0 ○5-2 ○8-2 15 27 23 4

⑧ＦＣ大間窪 ●0-2 △0-0 ●2-6 △1-1 ●0-1 ●1-3 ●0-2 ○3-2 ○1-0 ○3-0 ○4-1 14 15 18 -3

⑨品川ＳＪＣ ●0-5 ●0-3 ●0-1 ○1-0 ●0-2 ●1-2 ●0-4 ●2-3 △0-0 ○4-1 ○2-0 10 10 21 -11

⑩後地ドルフィンズ ●0-3 ●1-6 ●1-3 ●0-1 ●0-2 ●0-2 △0-0 ●0-1 △0-0 △1-1 ○5-0 6 8 19 -11

⑪ＦＣ戸越 ●0-3 ●0-3 ●1-2 ●0-5 ●0-5 ●2-4 ●2-5 ●0-3 ●1-4 △1-1 ○4-1 4 11 36 -25

⑫アンフィニ大井ＦＣ ●0-9 ●0-1 ●0-4 ●0-8 ●0-4 ●0-6 ●2-8 ●1-4 ●0-2 ●0-5 ●1-4 0 4 55 -51

Ｓ２ nexo 伊藤 平塚 城二 三木 小山 台場 三日野 清水台 浜川 源氏前 点 得 失 差

①ｎｅｘｏ ●3-4 ○1-0 ○6-1 ○3-0 ○1-0 ○6-0 ○3-1 ○1-0 ○4-0 ○22-0 27 50 6 44

②伊藤ファイターズ ○4-3 ○3-2 ●1-2 ○3-0 ○4-2 ○6-3 ○5-0 ○7-0 ○6-1 ○11-0 27 49 13 36

③グランツ平塚ＦＣ ●0-1 ●2-3 ○2-0 △1-1 △2-2 ○4-1 ○4-1 ○3-0 ○5-0 ○7-0 20 30 9 21

④城二ユナイテッド ●1-6 ○2-1 ●0-2 △1-1 ○1-0 ●0-2 ○5-2 ○5-0 ○3-0 ○10-0 19 28 14 14

⑤三木フットボールクラブ ●0-3 ●0-3 △1-1 △1-1 △1-1 ○4-1 ○1-0 ○5-0 ○4-0 ○12-0 18 29 9 20

⑥小山クラブ ●0-1 ●2-4 △2-2 ●0-1 △1-1 ○1-0 △0-0 ○2-1 ○3-1 ○8-0 15 19 11 8

⑦台場コスモス ●0-6 ●3-6 ●1-4 ○2-0 ●1-4 ●0-1 ●2-4 ○3-2 ○6-1 ○7-1 12 25 29 -4

⑧三日野ブラックタイガース ●1-3 ●0-5 ●1-4 ●2-5 ●0-1 △0-0 ○4-2 ○5-0 △0-0 ○2-0 11 15 20 -5

⑨清水台キッカーズ ●0-1 ●0-7 ●0-3 ●0-5 ※0-5 ●1-2 ●2-3 ※0-5 ○3-0 ○5-0 4 11 31 -20

⑩ＦＣ浜川 ●0-4 ●1-6 ●0-5 ●0-3 ●0-4 ●1-3 ●1-6 △0-0 ●0-3 ○2-1 4 5 35 -30

⑪ＦＣ源氏前 ●0-22 ●0-11 ●0-7 ●0-10 ●0-12 ●0-8 ●1-7 ●0-2 ●0-5 ●1-2 0 2 86 -84

※不戦敗


