
　
　
　
　

　
　
　

　 　　　　　　　　　　　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　 　　　　　　　　　　　
　
　

1部　予選リーグ組合せ

2部　予選リーグ組合せ

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

Ａブロック

Ａ１ 川越パンサー

Ａ２ 新座スカイファイターズ

Ａ３ ファースト・芳野

Ｂブロック

Ｂ１ ＦＣ鶴ヶ島

Ｂ２ 川越笠幡ＦＣ
Ｂ３ 霞ヶ関少年ＳＣ

Ｃブロック

Ｃ１ 川越ストロングス

Ｃ２ プレジールＳＣ
Ｃ３ 川越スパークス

Ｄブロック

Ｄ１ 勝瀬ふじみ野ＳＣ
Ｄ２ にっさいＦＣ
Ｄ３ ダイナモ川越ＦＣ

Ｅブロック

Ｅ１ 川越ライオンズ

Ｅ２ 川越ヤンガース
Ｅ３ 古谷・イレブンス

Ｆブロック

Ｆ１ 川越岡田ＳＣ

Ｆ２ ＮＵ広谷ＳＣ
Ｆ３ 川越福原ＳＣ

Ｇブロック

Ｇ１ 川越バッハロー
Ｇ２ 川越ひまわりＳＣ

Ｇ３ 川鶴ＦＣ

Ａブロック

Ａ１ 川越ヤンガース

Ａ２ 東松山ペレーニアＦＣ
Ａ３ パンサー・イレブンス

Ｂブロック

Ｂ１ 川鶴ＦＣ

Ｂ２ 柳瀬レッドローズ
Ｂ３ 川越岡田ＳＣ

Ｃブロック

Ｃ１ 川越福原ＳＣ（Ａ）

Ｃ２ イーグルファイター
Ｃ３ 川越スパークス

Ｄブロック

Ｄ１ 川越笠幡ＦＣ
Ｄ２ 狭山台グリーンＳＣ
Ｄ３ ＦＣ古谷

Ｅブロック

Ｅ１ 芳野・ファースト

Ｅ２ 川越ライオンズ
Ｅ３ ダイナモ川越ＦＣ

Ｆブロック

Ｆ１ キックＳＣ

Ｆ２ 川越福原ＳＣ（Ｂ）
Ｆ３ 川越ひまわりＳＣ

Ｇブロック

Ｇ１ ＮＵ広谷ＳＣ
Ｇ２ 川越ストロングス

Ｇ３ 霞ヶ関少年ＳＣ



コート 時間 主審

①１０：００ 川越パンサー Ａ１ － Ａ２ 新座スカイ ＦＣ鶴ヶ島 川越笠幡ＦＣ 霞ヶ関少年ＳＣ

②１０：５０ ＦＣ鶴ヶ島 Ｂ１ － Ｂ２ 川越笠幡ＦＣ 川越パンサー 新座スカイ ファースト・芳野

陸上競技場 ③１１：４０ 川越パンサー Ａ１ － Ａ３ ファースト・芳野 川越笠幡ＦＣ 霞ヶ関少年ＳＣ ＦＣ鶴ヶ島

Ａ ④１２：３０ ＦＣ鶴ヶ島 Ｂ１ － Ｂ３ 霞ヶ関少年ＳＣ 新座スカイ ファースト・芳野 川越パンサー

⑤１３：２０ 新座スカイ Ａ２ － Ａ３ ファースト・芳野 霞ヶ関少年ＳＣ ＦＣ鶴ヶ島 川越笠幡ＦＣ

⑥１４：１０ 川越笠幡ＦＣ Ｂ２ － Ｂ３ 霞ヶ関少年ＳＣ ファースト・芳野 川越パンサー 新座スカイ

①１０：００ 川越ストロングス Ｃ１ － Ｃ２ プレジールＳＣ 勝瀬ふじみ野ＳＣ にっさいＦＣ ダイナモ川越ＦＣ

②１０：５０ 勝瀬ふじみ野ＳＣ Ｄ１ － Ｄ２ にっさいＦＣ 川越ストロングス プレジールＳＣ 川越スパークス

陸上競技場 ③１１：４０ 川越ストロングス Ｃ１ － Ｃ３ 川越スパークス にっさいＦＣ ダイナモ川越ＦＣ 勝瀬ふじみ野ＳＣ

Ｂ ④１２：３０ 勝瀬ふじみ野ＳＣ Ｄ１ － Ｄ３ ダイナモ川越ＦＣ プレジールＳＣ 川越スパークス 川越ストロングス

⑤１３：２０ プレジールＳＣ Ｃ２ － Ｃ３ 川越スパークス ダイナモ川越ＦＣ 勝瀬ふじみ野ＳＣ にっさいＦＣ

⑥１４：１０ にっさいＦＣ Ｄ２ － Ｄ３ ダイナモ川越ＦＣ 川越スパークス 川越ストロングス プレジールＳＣ

①１０：００ 川越ライオンズ Ｅ１ － Ｅ２ 川越ヤンガース 川越バッハロー 川越ひまわりＳＣ 川越福原ＳＣ

②１０：５０ 川越バッハロー Ｇ１ － Ｇ２ 川越ひまわりＳＣ 川越ライオンズ 川越ヤンガース 川越岡田ＳＣ

芳野台G ③１１：４０ 川越ライオンズ Ｅ１ － Ｅ３ 古谷・イレブンス ＮＵ広谷ＳＣ 川越バッハロー 川越ひまわりＳＣ

Ａ ④１２：３０ 　 　 　

 ⑤１３：２０ 川越ヤンガース Ｅ２ － Ｅ３ 古谷・イレブンス 川越岡田ＳＣ 川越バッハロー 川鶴ＦＣ

⑥１４：１０ 川越ひまわりＳＣ Ｇ２ － Ｇ３ 川鶴ＦＣ 古谷・イレブンス ＮＵ広谷ＳＣ 川越福原ＳＣ

①１０：００ 川越岡田ＳＣ Ｆ１ － Ｆ２ ＮＵ広谷ＳＣ 川鶴ＦＣ 古谷・イレブンス 古谷・イレブンス

②１０：５０ 　 　 　

芳野台G ③１１：４０ 川越岡田ＳＣ Ｆ１ － Ｆ３ 川越福原ＳＣ 川越ヤンガース 川鶴ＦＣ 川越ヤンガース

Ｂ ④１２：３０ 川越バッハロー Ｇ１ － Ｇ３ 川鶴ＦＣ 川越福原ＳＣ ＮＵ広谷ＳＣ 川越岡田ＳＣ

 ⑤１３：２０ ＮＵ広谷ＳＣ Ｆ２ － Ｆ３ 川越福原ＳＣ 川越ひまわりＳＣ 川越ライオンズ 川越ライオンズ

⑥１４：１０ 　 　 　

試合時間　：２０分ー５分－２０分

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

２０２３．１．２８

予選リーグ組合せ（１部）

組み合わせ 副審



コート 時間 主審

①　９：３０ 川越ヤンガース Ａ１ － Ａ２ 東松山ペレーニア 川鶴ＦＣ 柳瀬レッドローズ 川越岡田ＳＣ

②１０：２０ 川鶴ＦＣ Ｂ１ － Ｂ２ 柳瀬レッドローズ 川越ヤンガース 東松山ペレーニア パンサー・イレブンス

陸上競技場 ③１１：１０ 川越ヤンガース Ａ１ － Ａ３ パンサー・イレブンス 柳瀬レッドローズ 川越岡田ＳＣ 川鶴ＦＣ

Ａ ④１２：００ 川鶴ＦＣ Ｂ１ － Ｂ３ 川越岡田ＳＣ 東松山ペレーニア パンサー・イレブンス 川越ヤンガース

⑤１２：５０ 東松山ペレーニア Ａ２ － Ａ３ パンサー・イレブンス 川越岡田ＳＣ 川鶴ＦＣ 柳瀬レッドローズ

⑥１３：４０ 柳瀬レッドローズ Ｂ２ － Ｂ３ 川越岡田ＳＣ パンサー・イレブンス 川越ヤンガース 東松山ペレーニア

①　９：３０ 川越福原ＳＣ（Ａ） Ｃ１ － Ｃ２ イーグルファイター 川越笠幡ＦＣ 狭山台グリーンＳＣ ＦＣ古谷

②１０：２０ 川越笠幡ＦＣ Ｄ１ － Ｄ２ 狭山台グリーンＳＣ 川越福原ＳＣ（Ａ） イーグルファイター 川越スパークス

陸上競技場 ③１１：１０ 川越福原ＳＣ（Ａ） Ｃ１ － Ｃ３ 川越スパークス 狭山台グリーンＳＣ ＦＣ古谷 川越笠幡ＦＣ

Ｂ ④１２：００ 川越笠幡ＦＣ Ｄ１ － Ｄ３ ＦＣ古谷 イーグルファイター 川越スパークス 川越福原ＳＣ（Ａ）

⑤１２：５０ イーグルファイター Ｃ２ － Ｃ３ 川越スパークス ＦＣ古谷 川越笠幡ＦＣ 狭山台グリーンＳＣ

⑥１３：４０ 狭山台グリーンＳＣ Ｄ２ － Ｄ３ ＦＣ古谷 川越スパークス 川越福原ＳＣ（Ａ） イーグルファイター

①　９：３０ 芳野・ファースト Ｅ１ － Ｅ２ 川越ライオンズ ＮＵ広谷ＳＣ 川越ストロングス 川越ひまわりＳＣ

②１０：２０ ＮＵ広谷ＳＣ Ｇ１ － Ｇ２ 川越ストロングス 芳野・ファースト 川越ライオンズ キックＳＣ

芳野台G ③１１：１０ 芳野・ファースト Ｅ１ － Ｅ３ ダイナモ川越ＦＣ 川越福原ＳＣ（Ｂ） ＮＵ広谷ＳＣ 川越ストロングス

Ａ ④１２：００ 　 　 　

 ⑤１２：５０ 川越ライオンズ Ｅ２ － Ｅ３ ダイナモ川越ＦＣ キックＳＣ ＮＵ広谷ＳＣ 霞ヶ関少年ＳＣ

⑥１３：４０ 川越ストロングス Ｇ２ － Ｇ３ 霞ヶ関少年ＳＣ ダイナモ川越ＦＣ 川越福原ＳＣ（Ｂ） 川越ひまわりＳＣ

①　９：３０ キックＳＣ Ｆ１ － Ｆ２ 川越福原ＳＣ（Ｂ） 霞ヶ関少年ＳＣ ダイナモ川越ＦＣ ダイナモ川越ＦＣ

②１０：２０ 　 　 　

芳野台G ③１１：１０ キックＳＣ Ｆ１ － Ｆ３ 川越ひまわりＳＣ 川越ライオンズ 霞ヶ関少年ＳＣ 川越ライオンズ

Ｂ ④１２：００ ＮＵ広谷ＳＣ Ｇ１ － Ｇ３ 霞ヶ関少年ＳＣ 川越ひまわりＳＣ 川越福原ＳＣ（Ｂ） キックＳＣ

 ⑤１２：５０ 川越福原ＳＣ（Ｂ） Ｆ２ － Ｆ３ 川越ひまわりＳＣ 川越ストロングス 芳野・ファースト 芳野・ファースト

⑥１３：４０ 　 　 　

試合時間　：２０分ー５分－２０分

組み合わせ 副審

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

２０２３．１．２８

予選リーグ組合せ（２部）



Aブロック 川越パンサー 新座スカイ ファースト・芳野 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越パンサー ＊＊＊ 　 　

新座スカイ 　 ＊＊＊ 　

ファースト・芳野 　 　 ＊＊＊

Ｂブロック ＦＣ鶴ヶ島 川越笠幡ＦＣ 霞ヶ関少年ＳＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

ＦＣ鶴ヶ島 ＊＊＊ 　 　

川越笠幡ＦＣ 　 ＊＊＊ 　

霞ヶ関少年ＳＣ 　 　 ＊＊＊

Ｃブロック 川越ストロングス プレジールＳＣ 川越スパークス 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越ストロングス ＊＊＊ 　 　

プレジールＳＣ 　 ＊＊＊ 　

川越スパークス 　 　 ＊＊＊

Ｄブロック 勝瀬ふじみ野ＳＣ にっさいＦＣ ダイナモ川越ＦＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

勝瀬ふじみ野ＳＣ ＊＊＊ 　 　

にっさいＦＣ 　 ＊＊＊ 　

ダイナモ川越ＦＣ 　 　 ＊＊＊

Ｅブロック 川越ライオンズ 川越ヤンガース 古谷・イレブンス 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越ライオンズ ＊＊＊ 　 　

川越ヤンガース 　 ＊＊＊ 　

古谷・イレブンス 　 　 ＊＊＊

Ｆブロック 川越岡田ＳＣ ＮＵ広谷ＳＣ 川越福原ＳＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越岡田ＳＣ ＊＊＊ 　 　

ＮＵ広谷ＳＣ 　 ＊＊＊ 　

川越福原ＳＣ 　 　 ＊＊＊

 

Ｇブロック 川越バッハロー 川越ひまわりＳＣ 川鶴ＦＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越バッハロー ＊＊＊ 　 　

川越ひまわりＳＣ 　 ＊＊＊ 　

川鶴ＦＣ 　 　 ＊＊＊

１部　予選リーグ ２０２３．１．２８

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会



Aブロック 川越ヤンガース 東松山ペレーニア パンサー・イレブンス 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越ヤンガース ＊＊＊ 　 　

東松山ペレーニア 　 ＊＊＊ 　

パンサー・イレブンス 　 　 ＊＊＊

Ｂブロック 川鶴ＦＣ 柳瀬レッドローズ 川越岡田ＳＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川鶴ＦＣ ＊＊＊ 　 　

柳瀬レッドローズ 　 ＊＊＊ 　

川越岡田ＳＣ 　 　 ＊＊＊

Ｃブロック 川越福原ＳＣ（Ａ） イーグルファイター 川越スパークス 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越福原ＳＣ（Ａ） ＊＊＊ 　 　

イーグルファイター 　 ＊＊＊ 　

川越スパークス 　 　 ＊＊＊

Ｄブロック 川越笠幡ＦＣ 狭山台グリーンＳＣ ＦＣ古谷 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越笠幡ＦＣ ＊＊＊ 　 　

狭山台グリーンＳＣ 　 ＊＊＊ 　

ＦＣ古谷 　 　 ＊＊＊

Ｅブロック 芳野・ファースト 川越ライオンズ ダイナモ川越ＦＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

芳野・ファースト ＊＊＊ 　 　

川越ライオンズ 　 ＊＊＊ 　

ダイナモ川越ＦＣ 　 　 ＊＊＊

Ｆブロック キックＳＣ 川越福原ＳＣ（Ｂ） 川越ひまわりＳＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

キックＳＣ ＊＊＊ 　 　

川越福原ＳＣ（Ｂ） 　 ＊＊＊ 　

川越ひまわりＳＣ 　 　 ＊＊＊

 

Ｇブロック ＮＵ広谷ＳＣ 川越ストロングス 霞ヶ関少年ＳＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

ＮＵ広谷ＳＣ ＊＊＊ 　 　

川越ストロングス 　 ＊＊＊ 　

霞ヶ関少年ＳＣ 　 　 ＊＊＊

２部　予選リーグ ２０２３．１．２９

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会



Ｇ１位

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

２月５日（予備日１１日・１２日）・１８日（予備日１９日）

１部　決勝トーナメント　＜川越陸上競技場＞

Ｂ２位 Ｂ②１０：３０

Ｂ①　９：３０

Ａ２位
Ｂ④１２：３０

Ｂ③１１：３０

Ｆ１位 2月18日

陸上競技場

Ａ③１１：３０

Ｅ１位

Ｂ⑤１３：３０

Ｃ２位

Ｂ②１０：３０

Ｄ１位 2月18日

陸上競技場

Ｄ２位 Ａ④１３：００

Ａ②１０：３０

Ｃ１位

Ａ⑤１３：３０

Ｅ２位

Ａ①　９：３０

Ｂ１位 2月18日

陸上競技場

Ｆ２位 Ａ②１０：３０

Ａ１位

Ａ④１２：３０
Ｇ２位



2月18日

Ａ⑤１３：３０

２部　決勝トーナメント　＜川越陸上競技場＞

2月18日

Ａ①　９：３０

Ｇ２位

陸上競技場

Ａ①　９：３０Ｆ２位

Ｂ⑤１３：３０

Ｅ２位

2月18日

Ｂ④１２：３０

陸上競技場

Ａ③１１：３０

Ａ２位

Ｄ１位

Ａ１位

Ａ②１０：３０

Ｅ１位

Ｂ①　９：３０

Ｂ③１１：３０

Ｂ①　９：３０

２月４日（予備日１１日・１２日）・１８日（予備日１９日）

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

Ｄ２位

Ｂ１位

Ｃ１位

陸上競技場

Ａ③１２：００

Ａ④１２：３０

Ｂ２位

Ｃ２位

Ｂ②１０：３０

Ｆ１位

Ｇ１位



 

コート 時間 主審

①　９：３０ 　 Ｇ２位 － Ｂ１位 　 Ｆ２位 Ｃ１位 Ｄ２位

②１０：３０ 　 Ｆ２位 － Ｃ１位 　 Ｅ１位 Ａ１位 Ｇ２位

陸上競技場 ③１１：３０ 　 Ｄ２位 － Ｅ１位 　 Ｂ１位 Ｆ２位 Ｃ１位

Ａ ④１２：３０ 　 Ａ１位 － Ａ①勝 　 Ｄ２位 Ｅ１位 Ｆ２位

⑤１３：３０ 　 Ａ②勝 － Ｂ②勝 　 Ｇ２位 Ｂ１位 Ａ１位

①　９：３０ 　 Ｂ２位 － Ａ２位 Ｅ２位 Ｄ１位 Ｃ２位

②１０：３０ 　 Ｅ２位 － Ｄ１位 　 Ｆ１位 Ｇ１位 Ｂ２位

陸上競技場 ③１１：３０ 　 Ｃ２位 － Ｆ１位 　 Ａ２位 Ｅ２位 Ｄ１位

Ｂ ④１２：３０ 　 Ｇ１位 － Ｂ①勝 　 Ｃ２位 Ｆ１位 Ｅ２位

⑤１３：３０ 　 Ａ③勝 － Ｂ③勝 　 Ｂ２位 Ａ２位 Ｇ１位

審判は、予選の結果により変更になる場合があります。

 

コート 時間 主審

①　９：３０ 　 Ｇ２位 － Ｂ１位 　 Ｆ２位 Ｃ１位 Ｄ２位

②１０：３０ 　 Ｆ２位 － Ｃ１位 　 Ｅ１位 Ａ１位 Ｇ２位

陸上競技場 ③１１：３０ 　 Ｄ２位 － Ｅ１位 　 Ｂ１位 Ｆ２位 Ｃ１位

Ａ ④１２：３０ 　 Ａ１位 － Ａ①勝 　 Ｄ２位 Ｅ１位 Ｆ２位

⑤１３：３０ 　 Ａ②勝 － Ｂ②勝 　 Ｇ２位 Ｂ１位 Ａ１位

①　９：３０ 　 Ｂ２位 － Ａ２位 Ｅ２位 Ｄ１位 Ｃ２位

②１０：３０ 　 Ｅ２位 － Ｄ１位 　 Ｆ１位 Ｇ１位 Ｂ２位

陸上競技場 ③１１：３０ 　 Ｃ２位 － Ｆ１位 　 Ａ２位 Ｅ２位 Ｄ１位

Ｂ ④１２：３０ 　 Ｇ１位 － Ｂ①勝 　 Ｃ２位 Ｆ１位 Ｅ２位

⑤１３：３０ 　 Ａ③勝 － Ｂ③勝 　 Ｂ２位 Ａ２位 Ｇ１位

審判は、予選の結果により変更になる場合があります。

組み合わせ 副審

２０２３．２．４

２０２３．２．５

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

１部　決勝トーナメント　

組み合わせ 副審

２部　決勝トーナメント　



１部 ２部
第　１回大会 ヤンガース ファースト
第　２回大会 与野西北 城山
第　３回大会 与野西北 岩槻フェニックス
第　４回大会 北坂戸 岩槻フェニックス
第　５回大会 松二 高島平
第　６回大会 松二 仏子ブラックス
第　７回大会 船橋田喜野井 仏子ブラックス
第　８回大会 イレブンス FC東松山
第　９回大会 パンサー FC東松山
第１０回大会 イレブンス 本庄ホッパーズ
第１１回大会 上里FC ひまわりSC
第１２回大会 ひまわりSC FC東松山
第１３回大会 鶴ヶ島栄FC ビッグ１川口
第１４回大会 鶴ヶ島栄FC 福原SC
第１５回大会 ひまわりSC FC東松山
第１６回大会 笠幡FC FC古谷
第１７回大会 川鶴FC 東松山松二
第１８回大会 長鶴FC 福原SC
第１９回大会
第２０回大会 福原SC 上福岡少年
第２１回大会 FC古谷 福原SC
第２２回大会 福原SC 霞ヶ関少年
第２３回大会 FC鶴ヶ島・霞ヶ関少年 南ファイターズ・朝霞いずみ
第２４回大会 福原SC 東松山トレセン
第２５回大会 新座市選抜 福原SC
第２６回大会 福原SC 東松山トレセン
第２７回大会 新座市選抜 東松山トレセン
第２８回大会 新座市選抜 東松山トレセン
第２９回大会
第３０回大会 新座市選抜 福原SC
第３１回大会 新座市選抜 福原SC
第３２回大会 ヤンガース 福原SC
第３３回大会 ＦＣ新座 狭山台イレブン
第３４回大会 福原SC 東松山ぺレーニア
第３５回大会 福原SC 北坂戸SC
第３６回大会 狭山水富FC
第３７回大会 福原SC
第３８回大会 福原SC ダイナモ川越東FC
第３９回大会 新座西堀キッカーズ ダイナモ川越東FC(A)
第４０回大会 新座スカイファイターズ レアル狭山Ｊｒ．
第４１回大会 ダイナモ川越FC 福原SC
第４２回大会
第４３回大会 中　止

中　止

歴代優勝チーム

中　止

新座たけしのキッカーズ
新座たけしのキッカーズ

中　止

招待チーム一覧

１部 ※ 新座スカイファイターズ（新座市）
※ プレジールスポーツクラブジュニア（入間市）
※ ＦＣ鶴ヶ島（鶴ヶ島市）
※ にっさいＦＣ（坂戸市）
※ 勝瀬ふじみ野サッカークラブ（富士見市）

２部 ※ 東松山ペレーニアＦＣジュニア（東松山市）
※ 狭山台グリーンサッカークラブ（狭山市）
※ 柳瀬レッドローズジュニア（所沢市）


