
品川区少年サッカー連盟２２年度 品川区リーグ 2010.11.7

Ｓ１ 幹事…戸越 ﾌｪﾆｯｸｽ 三木 後地 八潮 小山 城二 戸越 平塚 勝点 勝分敗 順位

ＦＣフェニックス ●0-2 ○2-0 △1-1 ●0-4 ●1-8 ○5-0 △2-2 ○1-0 ○4-0 ●0-3 ○9-0 ○2-1 ２０ 6-2-4

三木フットボールクラブ ○2-0 ●0-2 ●0-2 ○4-1 ●1-2 △0-0 ●0-1 ●1-2 ○2-1 ●1-3 ○2-1 １３ 4-1-6

後地ＦＣドルフィンズ △1-1 ○4-0 ○2-0 ○3-2 ○3-1 △0-0 ○3-0 △3-3 ○5-0 ●0-2 ○2-0 ２４ 7-3-1

八潮ＦＣ ○8-1 ●0-5 ●1-4 ○2-1 ●2-3 ●1-3 ●1-4 ○5-0 延 △0-0 ●0-4 ○3-1 ○4-0 １６ 5-1-6

小山クラブ △2-2 ●0-1 △0-0 ○1-0 △0-0 ●0-3 ○4-1 ○2-0 △2-2 ●1-5 ●0-2 ○1-0 ○2-0 １９ 5-4-4

城二ユナイテッド ●0-4 ○2-1 ●1-2 △3-3 ●0-5 ●0-5 延 ●0-2 △2-2 ●1-7 ○2-0 △1-1 ９ 2-3-6

ＦＣ戸越 ○3-0 ○3-1 ○2-0 △0-0 ○4-0 ○5-1 ○2-0 ○7-1 ○6-0 ○3-1 ２８ 9-1-0

グランツ平塚ＦＣ ●0-9 ●1-2 ●1-2 ●0-2 ●1-3 ●0-4 ●0-1 ●0-2 ●0-2 △1-1 ●0-6 ●1-3 １ 0-1-11

Ｓ２ 幹事…大間窪 台場 大間窪 立会 延山 ＳＪＣ 城南 二延 上神明 勝点 勝分敗 順位

台場コスモス ●1-2 ●1-6 ●2-4 △1-1 ○4-1

ＦＣ大間窪 ○2-1 △1-1 ●4-5 △2-2 ○2-0

立会ドルフィンズ ○6-1 ○1-0 ○3-1 ○3-0

延山サッカークラブ ○4-2 △1-1 ●0-3 ○5-1

品川ＳＪＣ ●0-1 ○3-0 ○6-1 ○3-0 ○4-1

城南アヤックス △1-1 ○5-4 ●1-6 △1-1 ○4-1

二延ＦＣ △2-2 ●1-3 ●0-3 △1-1

上神明ＣＦ ●1-4 ●0-2 ●0-3 ●1-5 ●1-4 ●1-4



品川区少年サッカー連盟２２年度 品川区リーグ －Ｓ３・Ｓ４－ ２０１０．７．２５現在

Ｓ３ 幹事…浜川 芳水 ｱﾝﾋﾞｼｬｽ 浜川 杜松 エルフ 清水台 三日野 伊藤

ＦＣ芳水 ○ 4-1 ○ 3-0 ○ 7-3 ○ 3-1 ● 0-2 ○ 2-1 △ 2-2

ＦＣアンビシャス ● 1-4 △ 3-3 ● 2-4 ● 1-5 ● 1-8 ● 0-5 ● 0-1

ＦＣ浜川 ● 0-3 △ 3-3 ● 0-5 ● 2-6 ● 1-6 ● 1-7 ○ 4-2

杜松イレブン ● 3-7 ○ 4-2 ○ 5-0 ● 0-5 ● 1-3 ● 2-4 ○ 4-0

エルフシュリット品川 ● 1-3 ○ 5-1 ○ 6-2 ○ 5-0 ● 1-5 ○ 5-0 ○ 6-0

清水台キッカーズ ○ 2-0 ○ 8-1 ○ 6-1 ○ 3-1 ○ 5-1 ○ 7-1 ○ 4-1

三日野ブラックタイガース ● 1-2 ○ 5-0 ○ 7-1 ○ 4-2 ● 0-4 ● 1-7 ● 0-1

伊藤ファイターズ △ 2-2 ○ 1-0 ● 2-4 ● 0-4 ● 0-6 ● 1-4 ○ 1-0

Ｓ４ 幹事…ﾌｪﾆｯｸｽ 鈴が森 御殿山 宮前 アンフィニ ｳﾞｨｺﾞｰﾙ 源氏前 ﾌｪﾆｯｸｽＢ 戸越Ｂ

鈴が森キッカーズ

御殿山シューキューズ ●1-2

宮前スポーツクラブ ○5-0 ○7-2 ○4-1 ○4-1

アンフィニ大井 ●0-5 ○3-0

ヴィゴール品川 ●2-7 ●1-4

ＦＣ源氏前 ●1-4 ○4-1

ＦＣフェニックスＢ ○2-1 ●1-4 ●0-3

ＦＣ戸越Ｂ
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