
公式戦

5月27日 vs 芦屋FC ３－５ ● 準優勝 vs 灘中 １－２ ●
vs 六甲中 １－１ △
vs 関西学院中 ２－１ ○

6月17日 vs 灘中 ８－０ ○ vs 甲陽学院中 ４－１ ○

7月1日 vs 山手中 ５－０ ○ vs 氷見FC ０－３ ●
7月2日 vs 潮見中 １－３ ● vs 江井ヶ島中 ０－３ ●

vs エベイユFC ０－５ ●
vs 氷見FC ０－１ ●

vs 立花中 ２－１ ○ vs 東陽中 １－２ ●
vs 三宮FC １－０ ○ vs アグア姫路 ２－１ ○
vs 南淡中 ２－４ ● vs 稲美中 １－１０ ●
vs ＡＴＳ ０－３ ●

vs 芦屋SC ２－１ ○
vs 芦屋SC ０－１ ● vs 潮見・国際中 １－０ ○
vs 精道中 ０－１ ● vs 精道中 １－０ ○
vs 潮見中 ３－０ ○ vs 山手中 １－０ ○
vs 山手中 ０－０ △

10月29日 vs 兵庫FC ０－８ ●
vs 布引中 ５－０ ○
vs 大蔵中 ０－２ ●

8月12日 vs 竜が台中 ０－１ ● 12月10日 vs 芦屋国際中 ２－３ ●
vs 立花中 ２－０ ○ 12月17日 vs 精道中 １－１ △
vs 南武庫之荘中 １－０ ○ 1月14日 vs 山手中 ０－６ ●
vs 有野中 １－０ ○ 1月21日 vs 潮見中 ２－１ ○

1月28日 vs 芦屋SC １－４ ●
2月11日 vs 芦屋国際中 ０－１ ●

vs 山手中 ７－０ ○ 3月25日 vs 芦屋SC ２－４ ●
vs 潮見中 ６－０ ○ 4月1日 vs 山手中 １－１ △
vs 芦屋SC ５－０ ○ 4月8日 vs 精道中 ０－０ △

4月15日 vs 潮見中 ０－１ △

7月1日 vs 関西学院中 １－７ ●
vs 宝塚中 ０－３ ●
vs 南ひばり中 １－４ ●

10月29日 vs 精道中 ６－０ ○
０－０

（PK ６-５） vs 南淡中 ０－２ ●
vs 天王寺川中 ３－０ ○
vs 荒牧中 ４－２ ○

０－０ vs 五色FC １－０ ○
（PK ４-２） vs 三原中 ２－１ ○

11月11日 vs 伊丹東中 ０－１ ● vs 青雲中 １－１ ○

vs 多聞東中 ３－１ ○ vs 本山中 ３－０ ○
vs 塚口中 ３－５ ● vs 本山中 ５－０ ○
vs 大庄中 ４－２ ○ vs 高司中 １－０ ○
vs 高司中 １－１ △ vs 高司中 ２－１ ○
vs 長尾中 １－１ △ vs 本山中 ４－４ △
vs 長尾中 ３－１ ○ vs 本山中 １－１ △
vs みなとGRAW ０－２ ● vs 本山中 ０－１ ●
vs みなとGRAW ０－５ ● 11月26日 vs 六甲中 ５－１ ○

6月3日 vs 潮見中 ０－８ ● vs 中山五月台中 ２－３ ●
vs 伊丹西中 ９－２ ○ vs 荒牧中 ３－２ ○
vs 深津中 ７－０ ○ 1月21日 vs 宝塚中 ０－２ ●
vs CALDIO ２－２ △ vs 武庫東中 ０－５ ●
vs CALDIO １－０ ○ vs 報徳中 １－３ ●
vs CALDIO １－４ ●
vs ソルブリジャンテ ２－１ ○
vs 園田中 ２－０ ○
vs 園田中 １－２ ●
vs 豊中第十三中 １１－１ ○
vs 中山五月台中 ２－２ △

フットサル大会（決勝戦）

3月11日

8月22日

山手中

4月2日

4月29日

5月28日

五私学大会

8月27日

8月3日

8月24日

10月15日

1月7日

U-15 選手権大会 県大会

優勝！
○

3月18日

3月29日

11月3日 vs

7月30日

U-15 選手権大会 市内予選

9月23日

10月9日

練習試合（新チーム）

灘甲戦

中学総合体育大会　芦屋予選

6月11日

11月19日

11月23日

12月25日

1月20日

8月11日

優勝！

優勝！
（二連覇）

8月13日

芦屋サマーカップ（U－14）

芦屋サマーカップ（U－13）

8月6日

神戸カップ

12月23日

芦屋市内リーグ

12月24日

8月4日

5月5日

vs

U－１３　県大会

明峰中 ○

新人戦　阪神大会

優勝！

練習試合

3月30日阪神大会
ベスト８
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新人戦　市内予選

U－１３　市内予選

A-Bridge Cup

6月4日

1月13日

宝塚ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

AWAJI　SPRING CAMP

11月5日

３位


