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旗旗旗旗・楯・賞状 カップカップカップカップ・楯・賞状 楯・賞状・カップ カップカップ カップカップ カップカップ カップ・楯・賞状 楯・賞状・カップカップカップカップ

年度 ライオンズ旗 6月 杉並区民大会 9月 新人大会 1月～2月 杉並区長杯争奪2月 少女大会 10月･2月

昭57 富士見富士見富士見富士見3-0 浜田山

昭58 高三高三高三高三 1-0 沓掛 富士見富士見富士見富士見2-1 沓掛

昭59 富士見富士見富士見富士見5-2 沓掛 富士見富士見富士見富士見2-0 高三

昭60 和田和田和田和田 2-0 ｼｰﾀﾞｰｽﾞ 富士見富士見富士見富士見3-1 杉っ子 高 東高 東高 東高 東

昭61 あすなろあすなろあすなろあすなろ 3-0 西田 あすなろあすなろあすなろあすなろ 2-0 沓掛 和 田和 田和 田和 田

昭62 富士見富士見富士見富士見2-1 沓掛 富士見富士見富士見富士見6-0 方南 大 宮大 宮大 宮大 宮

昭63 東田東田東田東田0-0PK5-4高東 高東高東高東高東 2-1 富士見 大 宮大 宮大 宮大 宮

平 1 高東高東高東高東 2-0 三谷 富士見富士見富士見富士見3-1 高東 富士見 東田富士見 東田富士見 東田富士見 東田0-0PK4-3三谷 和 田和 田和 田和 田

平 2 ヘオリヘオリヘオリヘオリ2-0 ＩＳＣ 富士見富士見富士見富士見1-0 杉十 富士見富士見富士見富士見 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ4-2 八成 堀之内堀之内堀之内堀之内

平 3 東田東田東田東田 2-1 ＳＦＣ 富士見富士見富士見富士見7-0 高東 高 東高 東高 東高 東 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ3-2 和田 1回目→四宮四宮四宮四宮・2回目→八成八成八成八成

平 4 高東高東高東高東 3-0 ＩＳＣ 三谷三谷三谷三谷0-0PK5-4ISC 杉 十 高東杉 十 高東杉 十 高東杉 十 高東 6-1 大宮 1回目→四宮四宮四宮四宮・・・・2回目→高東高東高東高東

平 5 富士見富士見富士見富士見2-0 高東 杉十杉十杉十杉十 3-0 高東 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ1-0 久我山 杉十杉十杉十杉十 3-2 四宮 1回目→四宮四宮四宮四宮・・・・2回目→堀之内堀之内堀之内堀之内

平 6 ＩＳＣＩＳＣＩＳＣＩＳＣ2-0 向陽 富士見富士見富士見富士見4-1 荻小 杉十杉十杉十杉十 1-0 高三 馬橋馬橋馬橋馬橋0-0延長1-0三谷 1回目→堀之内堀之内堀之内堀之内････2回目→高三高三高三高三

平 7 杉十杉十杉十杉十 2-1 和田 桃五桃五桃五桃五 2-1 朝鮮第九 富士見富士見富士見富士見2-1 ＩＳＣ 杉十杉十杉十杉十 1-0 和田 1回目→杉四杉四杉四杉四・2回目→八成八成八成八成

平 8 ＩＳＣＩＳＣＩＳＣＩＳＣ6-0 ｽﾓﾓ二 高東高東高東高東 3-0 ＩＳＣ 富士見富士見富士見富士見0000ｰ0PK4ｰ3ｼｰﾀﾞｰｽ 高東高東高東高東 4ｰ0 久我山 1回目→杉四杉四杉四杉四・・・・2回目→三谷三谷三谷三谷

平 9 沓掛沓掛沓掛沓掛 4-0 大宮 富士見富士見富士見富士見 0ｰ0 PK5ｰ3高東 富士見富士見富士見富士見3333ｰ3延長1ｰ0 ISC 高東高東高東高東 1ｰ0 ＳＦＣ 1回目→方南方南方南方南 2回目→高三高三高三高三

平10 久我山久我山久我山久我山3-1 杉十 富士見富士見富士見富士見1-0 堀之内 ISC1ISC1ISC1ISC1ｰ1延長0ｰ0PK3ｰ2久我山 杉十杉十杉十杉十2-0 ISC 1回目→堀之内堀之内堀之内堀之内････2回目→堀之内堀之内堀之内堀之内････

平11 杉十杉十杉十杉十 4-1 ｱﾔｯｸｽ 高東高東高東高東 1-0 桃五 明和明和明和明和 5-1 大宮 高東高東高東高東2ｰ1 ｱﾔｯｸｽ 1回目→杉四杉四杉四杉四 2回目→高三高三高三高三

平12 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽ 3-2 富士見 ﾘﾍﾘﾍﾘﾍﾘﾍﾞ゙゙゙ﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀ 5-1 杉十 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 1-0 高三 ﾘﾍﾘﾍﾘﾍﾘﾍﾞ゙゙゙ﾙﾀﾙﾀﾙﾀﾙﾀ 1ｰ0 井荻 1回目→富士見富士見富士見富士見 2回目→堀之内堀之内堀之内堀之内

平13 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽ2222-2延長2ｰ0 桃一 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 2-0 桃五 高三高三高三高三0-0延長0-0PK4ｰ3SFC ｽﾓﾓﾆｽﾓﾓﾆｽﾓﾓﾆｽﾓﾓﾆ2ｰ1ｼｰﾀﾞｰｽﾞ 1回目→杉六杉六杉六杉六 2回目→杉六杉六杉六杉六

桃桃桃桃2-2･延長0-0 杉 富士見富士見富士見富士見1-1･延長0-0 朝鮮

平14 一一一一 PK4ｰ3 九 PK3ｰ2 第九 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙2222-0高二 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ1ｰ0 富士見 1回目→富士見富士見富士見富士見 2回目→高東高東高東高東

平15 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽ 2-0 桃五 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 4-1 桃一 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ2-0 富士見 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ3ｰ0 久我山 1回目→富士見富士見富士見富士見 2回目→富士見富士見富士見富士見

平16 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽ 1-0 ｱﾔｯｸｽ ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ4-3 朝鮮第九 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ2-2 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 松庵松庵松庵松庵 1-1ｼｰﾀﾞｰｽﾞ 1回目→富士見富士見富士見富士見 2回目→富士見富士見富士見富士見

延長3-2 延長0-0 PK3ｰ2

平17 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ4-0 久我山 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ2-2･延長0-0 高東 朝鮮第九 明和朝鮮第九 明和朝鮮第九 明和朝鮮第九 明和 0-0 ＳＦＣ 1回目→SFCSFCSFCSFC 2回目→富士見富士見富士見富士見

PK5ｰ3 3ｰ0 高東 延長0-0 PK7ｰ6

平18 ｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽ 3-0 朝鮮第九 ｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽ 7-0 桃一 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 4-0 桃五 井荻井荻井荻井荻 1-1 ｱﾔｯｸｽ 1回目→杉九杉九杉九杉九 2回目→高井戸高井戸高井戸高井戸
延長0-0 PK4ｰ3

平19 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 3-0 明和 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 2-0 ｱﾔｯｸｽ 富士見丘富士見丘富士見丘富士見丘2-0ｼｰﾀﾞｰｽﾞ ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 3-1ｱﾔｯｸｽ 1回目→杉九杉九杉九杉九 2回目→杉九杉九杉九杉九

平20 朝鮮第九朝鮮第九朝鮮第九朝鮮第九5-0 明和蹴球倶楽部 朝鮮第九朝鮮第九朝鮮第九朝鮮第九 0-0 高井戸東 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙1111-0富士見 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙4444-0富士見丘 1回目→松松松松ﾉﾉﾉﾉ木木木木 2回目→松松松松ﾉﾉﾉﾉ木木木木

延長0-0 PK4ｰ2

平21 リベルタリベルタリベルタリベルタ1-0 高三 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 4-1ｱﾔｯｸｽ ｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽ 5-5-5-5-0 沓掛 朝鮮第九朝鮮第九朝鮮第九朝鮮第九1-0ｼｰﾀﾞｰｽﾞ 1回目→富士見富士見富士見富士見 2回目→富士見富士見富士見富士見

平22 ｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽｱﾔｯｸｽ 3-0 久我山 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ ０－０和田 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ０－０松庵 ｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀｼｰﾀﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽﾞ゙゙゙ 1-0 ｱﾔｯｸｽ 1回目→富士見富士見富士見富士見 2回目→富士見富士見富士見富士見

（延長１－０） （延長１－０）

平23 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ ０－０富士見 富士見富士見富士見富士見 3-0 四宮 リベルタリベルタリベルタリベルタ 1-0 富士見 ＳＦＣＳＦＣＳＦＣＳＦＣ 1111－０富士見 1回目→SFCSFCSFCSFC 2回目→杉九杉九杉九杉九

（延長１－０）

平24 トレーロストレーロストレーロストレーロス１----０和田 和田和田和田和田２----１シーダーズ 和田和田和田和田１----０トレーロス 富士見富士見富士見富士見２２２２-0シーダーズ 1回目→杉四杉四杉四杉四 2回目→杉九杉九杉九杉九



平25 1回目→ 2回目→


