
PROGRESSO T.C.F INAGI Jr.U11　　試合結果（2017）

結果 対戦 得点者 MVP

5-0 梨花FC 田尻3、石川、長谷部

6-2 南山B 金子、辛島2、田尻2、長谷部

4-1 青葉 辛島、石川3

3-0 稲城SSS 石川2、田尻

3-5 若葉台 高橋、石川、金子

結果 対戦 得点者 MVP

3-2 長峰 高橋(壮)2、白井

1-2 南山A 橋本

0-0

PK2-3
稲城SSS

3-3 青葉 白井、高橋(壮)2

結果 対戦 得点者 MVP

4-1 MG.S.C. 佐保田、高橋(虹)、田尻、益子

3-2 FC平尾 高橋(虹)、田尻、益子

3-1 多摩SC 高橋(虹)、金子、石川

5-1 南大谷SC 石川、益子、朝生、高橋(虹)2

1-4 鶴牧SC-A 高橋(虹)

6-0 若葉台B 田尻2、石川3、白井

3-2 FC平尾 金子2、石川

3-2 稲城SSS 田尻3

5-0 若葉台 石川4、高橋 高

1-0 長峰 金子

決勝T
【優勝】

【大会MVP】高

決勝T
【ベスト8】

準々決勝敗退

　稲城市民体育大会　予選L　/　決勝T

　プログレッソ

JA東京カップ　11ブロック大会

　プログレッソ

1次

予選L
☆予選リーグ1位通過

予選L ☆予選リーグ1位通過

　プログレッソB

予選L 予選リーグ2位通過

決勝T
【ベスト8】

【大会MVP】白井

　稲城市スポーツ大会　予選L　/　決勝T

　プログレッソA

予選L 予選リーグ1位通過

決勝T
【準優勝】

【大会MVP】高橋



PROGRESSO T.C.F INAGI Jr.U10 試合結果（2016）

結果 対戦 得点者 MVP 備考欄

3-1 稲城B 辛島、金子、長谷部 辛島 予選リーグ第2位

1-1 梨花FC OG 金子 決勝T進出

0-2 南山A 伊藤 1回戦敗退☆ベスト4

0-1 FC平尾 伊藤 ≪大会MVP≫伊藤耀生

1-3 稲城A 高橋(壮) 高 予選リーグ第3位

0-2 若葉台 長谷川 予選敗退

結果 対戦 得点者 MVP 備考欄

1-7 本町田FC 金子 金子

4-4 高ヶ坂 田尻2、高橋(拓)、石川 田尻

結果 対戦 備考欄

4-2 高洲SCY 予選リーグ1位

3-1 印西FC二の丸 決勝T進出

1-3 FC宮代東

1-2
若葉ウィング

スFC

2-3 高洲SCG

結果 対戦 得点者 MVP 備考欄

4-1 青葉 高橋(拓)、石川、田尻、金子 予選リーグ第2位

4-1 梨花FC 田尻、高橋(拓)、長谷部 決勝T進出

2-1 若葉台 高橋(拓)、石川 長谷部 ☆準優勝

3-0 稲城SSS 石川、田尻、金子 長尾 ≪大会MVP≫長谷部

2-2

PK4-5

1-3 稲城 長谷川 予選リーグ第3位

0-2 南山C 予選敗退

長谷部

プログレッソB

予選L

プログレッソA

予選L

決勝T

長峰 高橋(拓)、金子

稲城市民体育大会　予選リーグ / 決勝トーナメント

プログレッソ

得点者

予選L
佐保田、長谷部、高、金子

石川2、高橋(拓)

決勝T

石川

☆総合8位長尾

OG、石川

Jr.SUMMER FESTA in ひたちなか

決勝T

プログレッソB

予選L

東京都ハトマークフェアプレーカップ　11ブロック大会　1次予選リーグ

稲城市スポーツ大会　予選リーグ / 決勝トーナメント

プログレッソA

予選L

1次L 1次予選敗退



PROGRESSO T.C.F INAGI Jr.U９ 試合結果（2016）

結果 対戦 得点者 MVP 備考欄

１回戦 2-3 TFC 尾崎、石川 尾崎

 フレンドリー 15-0 ブルファイト 金子6点、高橋拓、尾崎3点、馬場、石川、田尻3点 金子

結果 対戦 得点者 MVP 備考欄

6-0 若葉台 金子、石川3点、高橋拓2点 石川

9-0 南山B 金子4点、高橋拓、伊藤、高橋虹、田尻 金子

4-2 梨花 田尻2点、馬場、金子 馬場

 4-2 青葉 馬場、田尻2点、尾崎 伊藤 

 4-2 稲城 田尻、金子、長尾、高橋拓  全員 

結果 対戦 得点者 MVP 備考欄

0-6 稲城 辛島

0-1 梨花 米田

結果 対戦 得点者 MVP 備考欄

 0-4 南山A  栗原 

 2-0 平尾B  益子2点  栗原 

 1-8 坂浜  中島  なし 

結果 対戦  得点者  MVP  コメント 

0-2 平尾A 伊藤

1-2 坂浜 尾崎 吉川

結果 対戦  得点者  MVP 

3-3 稲城SSS 田尻、高橋虹、金子 高橋虹 PK2-1

7-1 平尾A 金子4点、田尻2点、高橋壮 金子 準決勝

1-6 長峰 田尻 長谷部 準優勝

2-2 長峰 金子、田尻 金子

1-0 梨花 長谷部 長谷部

結果 対戦  得点者  MVP  コメント

0-1 南山A 佐保田

3-0 平尾B 馬場、佐保田、辛島 谷川

1-4 稲城 馬場 長崎

決勝T  優勝 

第39回町田JC杯　11/1

１回戦敗退

稲城市民大会　予選9/20　決勝9/27

 プログレッソA

予選  予選１位通過

プログレッソ選抜チーム

 プログレッソB

予選 予選敗退

プログレッソC 

予選   予選敗退  

３年生稲城市スポーツ大会（U9)

プログレッソA　2015/4/12

予選 予選敗退

プログレッソB

決勝T

予選 予選２位通過

プログレッソC

予選 予選敗退



PROGRESSO T.C.F INAGI Jr.U９ 試合結果（2016）

結果 対戦  得点者  MVP  備考欄

6-0 坂浜 金子3点、田尻3点 長尾

13-0 平尾B 金子8点、尾崎2点、長尾、馬場、高橋拓 金子

5-0 平尾 高橋拓2点、金子3点 高橋拓

3-4 青葉A 金子、田尻、高橋拓 長尾

2-0 坂浜 田尻、佐保田 佐保田 大会第３位

結果 対戦  得点者  MVP  備考欄

0-2 梨花 村野

1-3 平尾A 村野 長谷川

3-1 南山A 白井、、田中莞2点 白井

結果 対戦  得点者  MVP  備考欄

0-11 長峰

3-0 南山B 辛島2点、益子 辛島

1-3 青葉 辛島 辛島

 0-7 平尾  中島 

　　　　

結果 対戦 得点者 MVP 備考欄

1-0 大泉ホワイト 尾崎 村野

0-0 コリオーリ 高橋拓

0-7 府中新町 長谷川

0-11 大泉レッド 金子

0-8 小菅 村野

3年生ジュニア大会予選/決勝T（6/7・6/21）

予選 予選２位通過

プログレッソA

予選 予選１位通過

決勝T

プログレッソB

予選 予選敗退

プログレッソC

決勝T 

大泉カップ

予選

決勝T


