
【予選リーグ】

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック

1 久喜ガールズ 1 和光セレチーニャ 1 毛呂山 1

2 寄居女子 2 川越女子 2 吉川Ｌキッカーズ 2

3 浦和ラッキーズ 3 桶川クイーンズ 3 越谷ＬＦ 3

4 ＳＥフィリア 4 Ｇｏｉｓ　ＹＡＮＡＫＡ 4 陣屋アイリス 4

5 戸木南 5 熊谷リリーズ 5 宮原 5

6 東大宮 6 なめくま 6

Ａブロック 久喜ガールズ 寄居女子 浦和ラッキーズ ＳＥフィリア 戸木南 東大宮 勝点 得点 失点 得失 順位

久喜ガールズ

寄居女子

浦和ラッキーズ

ＳＥフィリア

戸木南

東大宮

Ｂブロック 和光セレチーニャ 川越女子 桶川クイーンズ Ｇｏｉｓ　ＹＡＮＡＫＡ 熊谷リリーズ 勝点 得点 失点 得失 順位

和光セレチーニャ

川越女子

桶川クイーンズ

Ｇｏｉｓ　ＹＡＮＡＫＡ

熊谷リリーズ

Ｃブロック 毛呂山 吉川Ｌキッカーズ 越谷ＬＦ 陣屋アイリス 宮原 なめくま 勝点 得点 失点 得失 順位

毛呂山

吉川Ｌキッカーズ

越谷ＬＦ

陣屋アイリス

宮原

なめくま

Ｄブロック 吉見エスカーラ 大宮日進 戸塚ＦＣ 狭山女子 川口リリーズ 上福岡ＫＳＣ 勝点 得点 失点 得失 順位

吉見エスカーラ

大宮日進

戸塚ＦＣ

狭山女子

川口リリーズ

上福岡ＫＳＣ
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Ｄブロック

上福岡ＫＳＣ

吉見エスカーラ

大宮日進

戸塚ＦＣ

狭山女子

川口リリーズ



予選リーグ①　４月２７日（土）

【会場：道満グランド　Ａブロック・Ｃブロック】

ＮＯ 時間 主審・補助審 副審 ＮＯ 時間 主審・補助審 副審
1 10:00 久喜ガールズ × 寄居女子 戸木南 東大宮 1 10:00 宮原 × 陣屋アイリス なめくま 吉川

2 11:00 ＳＥフィリア × 戸木南 久喜 寄居 2 11:00 毛呂山 × なめくま 宮原 陣屋

3 12:00 東大宮 × 久喜ガールズ フィリア 戸木南 3 12:00 陣屋アイリス × 吉川Ｌキッカーズ 毛呂山 なめくま

4 13:00 寄居女子 × ＳＥフィリア 東大宮 久喜 4 13:00 宮原 × 毛呂山 陣屋 吉川

5 14:00 戸木南 × 東大宮 寄居 フィリア 5 14:00 なめくま × 吉川Ｌキッカーズ 宮原 毛呂山

【会場：大島新田グランド　Ｄブロック】

ＮＯ 時間 主審・補助審 副審
1 10:00 吉見エスカーラ × 大宮日進 狭山 上福岡

2 11:00 戸塚ＦＣ × 狭山女子 吉見 日進

3 12:00 上福岡ＫＳＣ × 吉見エスカーラ 戸塚 狭山

4 13:00 大宮日進 × 戸塚ＦＣ 上福岡 吉見

5 14:00 狭山女子 × 上福岡ＫＳＣ 日進 戸塚

【会場：川越かほくグランド　Ｂブロック】

ＮＯ 時間 主審・補助審 副審
1 11:00 和光セレチーニャ × 桶川ｸｲｰﾝｽﾞ 熊谷 川越

2 12:00 Gois　YANAKA × 熊谷リリーズ 和光セレ 桶川

3 13:00 川越女子 × 和光セレチーニャ Ｇｏｉｓ 熊谷

4 14:00 桶川ｸｲｰﾝｽﾞ × Ｇｏｉｓ　ＹＡＮＡＫＡ 川越 和光セレ

5 15:00 熊谷リリーズ × 川越女子 桶川 Ｇｏｉｓ

予選リーグ②　４月２９日（月・祝）

【会場：大間木グランド　Ａブロック・Ｄブロック】

ＮＯ 時間 主審・補助審 副審 ＮＯ 時間 主審・補助審 副審
1 10:00 浦和ラッキーズ × ＳＥフィリア 寄居 東大宮 1 10:00 吉見エスカーラ × 戸塚ＦＣ 日進 上福岡

2 11:00 寄居女子 × 戸木南 浦和 フィリア 2 11:00 大宮日進 × 狭山女子 吉見 戸塚

3 12:00 東大宮 × 浦和ラッキーズ 戸木南 寄居 3 12:00 戸塚ＦＣ × 上福岡ＫＳＣ 狭山 日進

4 13:00 4 13:00 吉見エスカーラ × 狭山女子 戸塚 上福岡

5 13:30 ＳＥフィリア × 東大宮 寄居 浦和 5 14:00 大宮日進 × 上福岡ＫＳＣ 吉見 狭山

6 14:15 浦和ラッキーズ × 寄居女子 フィリア 東大宮

【会場：安比奈グランド　Ｂブロック・Ｃブロック】

ＮＯ 時間 主審・補助審 副審 ＮＯ 時間 主審・補助審 副審
1 9:45 越谷ＬＦ × 陣屋アイリス 吉川 宮原 1 10:00 川越女子 × 桶川ｸｲｰﾝｽﾞ 和光セレ Ｇｏｉｓ

2 10:30 宮原 × なめくま 越谷 陣屋 2 11:00 熊谷リリーズ × 和光セレチーニャ 川越 桶川

3 11:15 毛呂山 × 吉川Ｌキッカーズ 宮原 なめくま 3 12:00 Ｇｏｉｓ　ＹＡＮＡＫＡ × 川越女子 熊谷 和光セレ

4 12:00 なめくま × 越谷ＬＦ 毛呂山 吉川 4 13:00 桶川ｸｲｰﾝｽﾞ × 熊谷リリーズ Ｇｏｉｓ 川越

5 12:45 陣屋アイリス × 毛呂山 なめくま 越谷 5 14:00 和光セレチーニャ × Ｇｏｉｓ　ＹＡＮＡＫＡ 桶川 熊谷

6 13:30 吉川Ｌキッカーズ × 宮原 陣屋 毛呂山

予選リーグ③　５月１２日（日）

【会場：大島新田グランド　Ａブロック】

ＮＯ 時間 主審・補助審 副審
1 10:00 久喜ガールズ × 浦和ラッキーズ 戸木南 フィリア

2 10:45 寄居女子 × 東大宮 久喜 浦和

3 11:30 戸木南 × 久喜ガールズ 東大宮 寄居

4 ×

5 13:00 久喜ガールズ × ＳＥフィリア 寄居 戸木南

6 13:45 浦和ラッキーズ × 戸木南 フィリア 久喜

7 ×

8 ×

【会場：かほくグランド　Cブロック】

ＮＯ 時間 主審・補助審 副審
1 10:00 越谷ＬＦ × 毛呂山 宮原 なめくま

2 10:45 なめくま × 陣屋アイリス 越谷 毛呂山

3 11:30 吉川Ｌキッカーズ × 越谷ＬＦ 陣屋 なめくま

4 ×

5 12:45 越谷ＬＦ × 宮原 吉川 毛呂山
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【決勝進出リーグ：プレミアリーグ】

予選Ａ１位 予選Ｂ１位 予選Ｃ１位 予選Ｄ１位
予選Ａ２位 予選Ｂ２位 予選Ｃ２位 予選Ｄ２位
予選Ａ３位 予選Ｂ３位 予選Ｃ３位 予選Ｄ３位

Ａブロック 予選Ａ１位 予選Ａ２位 予選Ａ３位 予選Ｂ１位 予選Ｂ２位 予選Ｂ３位 勝点 得点 失点 得失 順位
予選Ａ１位
予選Ａ２位
予選Ａ３位
予選Ｂ１位
予選Ｂ２位
予選Ｂ３位

Ｂブロック 予選Ｃ１位 予選Ｃ２位 予選Ｃ３位 予選Ｄ１位 予選Ｄ２位 予選Ｄ３位 勝点 得点 失点 得失 順位
予選Ｃ１位
予選Ｃ２位
予選Ｃ３位
予選Ｄ１位
予選Ｄ２位
予選Ｄ３位

【決勝進出リーグ：チャレンジリーグ】

予選Ａ４位 予選Ｂ４位 予選Ｃ４位 予選Ｄ４位
予選Ａ５位 予選Ｂ５位 予選Ｃ５位 予選Ｄ５位
予選Ａ６位 予選Ｃ６位

Ａブロック 予選Ａ４位 予選Ａ５位 予選Ａ６位 予選Ｂ４位 予選Ｂ５位 勝点 得点 失点 得失 順位
予選Ａ４位
予選Ａ５位
予選Ａ６位
予選Ｂ４位
予選Ｂ５位

Ｂブロック 予選Ｃ４位 予選Ｃ５位 予選Ｃ６位 予選Ｄ４位 予選Ｄ５位 勝点 得点 失点 得失 順位
予選Ｃ４位
予選Ｃ５位
予選Ｃ６位
予選Ｄ４位
予選Ｄ５位

Ａブロック Ｂブロック

Ａブロック Ｂブロック



２０１９　少女サッカーフェスティバル　組み合わせ

決勝トーナメント

７・８位決定戦

５・６位決定戦

ＡＢ１位 ＣＤ４位 ＣＤ２位 ＡＢ３位 ＣＤ３位

３位決定戦

ＣＤ１位

チャレンジ
ＡＢ１位

チャレンジ
ＣＤ１位

９・１０位
決定戦

ＡＢ２位 ＡＢ４位


