
《大会・遠征》
日付　 自チーム名 対戦相手 勝敗 得点 グランド名

第１９回東京都高等学校新人戦
1月20日 十文字高校 vs東久留米総合高等学校 ○ 5-0 東久留米総合高等学校グランド
2月3日 vs.日大櫻丘高等学校 ○ 5-0 東久留米総合高等学校グランド
2月11日 vs.都立飛鳥高校 ○ 8-1 東京都私学事業団運動場
2月17日 vs.村田女子高校 ○ 2-1 東京都私学事業団運動場

結果：優勝　

第5回　十文字学長杯 3月23日 十文字高校 vs.慶応義塾大学 ○ 3-1 十文字学園女子大学サッカーグランド
vs.十文字VENTUS ○ 4-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

3月24日 vs.武蔵丘短期大学 ○ 3-3PK(4-3) 十文字学園女子大学サッカーグランド
結果：優勝　

第25回めぬまカップ 3月26日 十文字高校 vs.明桜高等学校 ○ 7-0 利根川総合運動公園C
vs.県立宇和島南中等教育学校 ○ 5-0 利根川総合運動公園C

3月27日 vs.県立熊谷女子高等学校 ○ 9-0 妻沼運動公園G
vs.横浜翠陵高等学校 ○ 4-0 妻沼運動公園G
vs.神村学園高等部伊賀分校 ○ 2-0 妻沼運動公園G

3月28日 vs.広島文教女子大学附属高等学校 ○ 2-0 妻沼運動公園F
vs.常葉大学附属橘高等学校 ○ 5-2 妻沼運動公園F

結果：優勝　 3月29日 vs.日ノ本学園高等学校 ○ 1-1PK(4-3) 利根川総合運動公園C
最優秀選手　三谷和華奈

 
第1回　DELIGHTS杯 3月30日 十文字高校 vs.日本女子体育大学 ○ 1-0 晴海総合高等学校

vs.晴海総合高等学校 ○ 2-0 晴海総合高等学校
vs.村田女子高等学校 ● 1-2 晴海総合高等学校

結果：2位

第39回　東京都女子サッカー大会 3月31日 十文字高校サード vs.日本女子体育大学 ● 0-2 十文字学園女子大学サッカーグランド
4月7日 vs.吉祥OG ○ 5-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

結果：Bﾌﾞﾛｯｸ　3位 4月14日 vs.SOCIOUS △ 0-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

3月31日 十文字高校セカンド vs.十文字VENTUS ● 0-2 十文字学園女子大学サッカーグランド
結果：Fﾌﾞﾛｯｸ　2位 4月14日 vs.大崎すみれ ○ 12-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

　

関東リーガStudent2019 4月13日 十文字高校 vs.横浜翠陵高等学校 ○ 11-0 鹿島ハイツ第一グラウンド
4月14日 vs.高崎健康福祉大学高崎高等学校 ○ 5-0 鹿島ハイツ第一グラウンド
5月25日 vs.日本大学 △ 3-3 日本大学稲城総合グラウンド
6月8日 vs.筑波大学 ○ 8-1 十文字学園女子大学サッカーグランド
6月15日 vs.幕張総合高等学校 ○ 8-2 十文字学園女子大学サッカーグランド
7月13日 vs.成立学園高等学校 ○ 5-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
8月18日 vs.尚美学園大学 ○ 2-0 尚美学園大学グランド
11月3日 vs.神奈川大学 ○ 3-1 神奈川大学グランド

　 11月23日 vs.大東文化大学 ● 1-2 鹿島ハイツスポーツプラザ第一ピッチ
11月24日 vs.東京国際大学 ○ 1-0 鹿島ハイツスポーツプラザ第一ピッチ

結果:3位

 
第3回かわせみ杯日野女子サッカー大会 4月28日 十文字高校 vs.帝京大学 ○ 4-0 日野陸上競技場

vs.チアフル日野 ○ 3-0 日野陸上競技場
5月3日 vs.フィオーレ武蔵野 ○ 2-0 浅川スポーツ公園グランド

vs.府ロクレディース ○ 2-0 浅川スポーツ公園グランド
5月4日 vs.欅ＳＣ ○ 2-0 日野陸上競技場

vs.日本航空高等学校 ○ 0-0 日野陸上競技場
結果:優勝

第20回東京都高等学校総合体育大会 4月29日 vs.都立狛江高等学校 ○ 13-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
東京都予選 5月2日 vs.文京学院大学女子高等学校 ○ 10-1 十文字学園女子大学サッカーグランド

5月4日 vs.修徳高等学校 ○ 1-0 清瀬内山運動公園サッカー場A
　 5月6日 vs.村田女子高等学校 ○ 4-3 味の素フィールド西が丘(国立西が丘フィールド）

結果：優勝 　
　

第8回関東高等学校女子サッカー大会 6月1日 十文字高校 vs.日本航空高等学校 〇 4-0 ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場B
（高等学校総合体育大会　関東予選） 6月2日 vs.湘南学院高等学校 〇 3-1 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
　 6月3日 vs.前橋育英高等学校 〇 3-1 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場

結果：優勝

令和元年度　全国高等学校総合体育大会 7月28日 十文字高校 vs.作陽高等学校 〇 3-0 金武町フットボールセンター
7月29日 vs.神村学園高等部 〇 0-0（PK5-4) 東風平運動公園サッカー場
7月31日 vs.聖和学園高等学校 〇 2-1 南城市陸上競技場
8月1日 vs.日ノ本学園高等学校 〇 1-0 金武町フットボールセンター

結果：優勝

２０１9年　　高校　戦績　　

ベストイレブン　杉澤海星　藤田美優　原田えな

＊天候不良により試合中止の為、両者優勝



フェアプレー賞（十文字高校）

　
令和元年第39回東京都女子サッカーリーグ　6月9日 十文字高校 vs.FC町田ゼルビアレディース ● 1-2 十文字学園女子大学サッカーグランド　

一般3部リーグ 6月23日 vs.東京学芸大学 〇 10-0 東京学芸大学グランド　
8月11日 vs.東京女子体育大学 〇 4-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
9月15日 vs.青梅FC △ 1-1 青梅市民球技場
9月29日 vs.八王子FC 〇 7-0 戸吹スポーツ公園
12月1日 vs.欅SC 〇 8-2 十文字学園女子大学サッカーグランド　
12月8日 vs.城南ビクトリア 〇 4-0 十文字学園女子大学サッカーグランド　
12月15日 vs.ESPERANZA 〇 13-0 自治大学グランド　
12月22日 vs.ラガッツァFC 〇 7-1 十文字学園女子大学サッカーグランド　

結果：2位 2部リーグに昇格
　 　

令和元年第39回東京都女子サッカーリーグ　6月9日 十文字高校 vs.都立戸山高等学校 〇 4-2 都立戸山高等学校グラウンド
高校1部リーグ 6月16日 vs.村田女子高等学校 〇 1-0 都立世田谷総合高等学校グラウンド

6月23日 vs.都立狛江高等学校 〇 2-0 都立若葉総合高等学校グラウンド
10月27日 vs.日本体育大学桜華高等学校 ● 0-1 都立戸山高等学校グラウンド
11月4日 vs.日本大学櫻丘高等学校 〇 3-1 都立世田谷総合高等学校グラウンド
11月24日 vs.野津田高等学校 〇 3-1 都立世田谷総合高等学校グラウンド
12月15日 vs.若葉総合高等学校 〇 9-1 都立若葉総合高等学校グラウンド
12月22日 vs.世田谷総合高等学校 〇 4-0 都立世田谷総合高等学校グラウンド

結果：2位 12月26日 vs.杉並総合高等学校 〇 4-0 都立杉並総合高等学校グラウンド
2月9日 入れ替え戦 vs.都立飛鳥高等学校 ● 0-1 駒澤オリンピック公園第二球技場

皇后杯　
JFA第41回全日本女子サッカー選手権大会
東京都高校予選　高校Rグループ2 6月16日 十文字高校 vs.都立飛鳥高等学校 ○ 3-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

6月23日 vs.修徳高等学校 ○ 1-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
結果：優勝

東京都予選　 7月14日 vs.日本大学 ○ 2-2（PK9-8) 清瀬内山運動公園サッカー場Aグランド
7月21日 vs.村田女子高等学校 〇 1-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

結果：優勝
関東地区予選　 9月14日 vs.尚美学園大学 ○ 1-0 青木サッカー場B

9月16日 vs.十文字学園大学VENTUS ○ 1-1（PK5-3） 青木サッカー場A
9月21日 vs.群馬FCホワイトスター ● 1-3 とちぎフットボールセンターA
9月22日 vs.帝京平成大学 ● 0-2 とちぎフットボールセンターA

波崎XF　LadiesCup　
Division1　第3グループ 7月22日 十文字高校α vs.八千代松蔭高等学校 ○ 5-1 矢田部サッカー場A面

7月23日 vs.埼玉栄高等学校 ○ 19-0 矢田部サッカー場B面
7月24日 vs.宇都宮文星高等学校 ● 1-4 矢田部サッカー場B面
7月24日 vs.八千代松蔭高等学校 ○ 8-0 矢田部サッカー場B面
7月25日 vs.文教学院高等学校 ● 1-2 矢田部サッカー場B面

結果：準優勝

Division2　第2グループ 7月22日 十文字高校β vs.八千代松蔭高等学校 ○ 6-0 ユニオングランド
7月23日 vs.本庄第一高等学校C ○ 7-0 ユニオングランド
7月24日 vs.正智深谷高等学校 ○ 12-0 アトリエグランド
7月24日 vs.十文字高等学校θ ○ 3-0 ユニオングランド
7月25日 vs.宇都宮文星高等学校 ○ 3-0 ユニオングランド

結果：優勝

Division2　第1グループ 7月22日 十文字高校θ vs.山村学園高等学校 ○ 6-0 ユニオングランド
7月23日 vs.本庄第一高等学校B ● 0-2 ユニオングランド
7月24日 vs.伊勢崎清明高等学校 ○ 12-0 アトリエグランド
7月24日 vs.十文字高等学校β ● 0-3 ユニオングランド
7月25日 vs.本庄第一高等学校B ○ 1-0 ユニオングランド

結果：3位

第1回クラベリーナカップ（金沢）　
8月4日 十文字高校B vs.おおつヴィクトリーズ ● 0-1 国影グランド
8月4日 十文字高校A vs.京都橘 ○ 4-0 国影グランド
8月5日 十文字高校B vs.幕張総合高校 ○ 2-1 三国運動公園
8月5日 十文字高校A vs.星陵PEL ○ 5-0 加賀市陸上競技場
8月6日 十文字高校A vs.十文字B ○ 2-1 加賀市陸上競技場
8月6日 十文字高校B vs.十文字A ● 1-2 加賀市陸上競技場
8月6日 十文字高校B vs.星陵PEL ○ 4-0 加賀市陸上競技場
8月6日 十文字高校A vs.幕張総合高校 ● 1-1（PK0-3） 加賀市陸上競技場

結果：
十文字高校Ａ　　準優勝

十文字高校B　　　　3位

第9回清水エスパルスカップ
8月5日 十文字高校 vs.静岡大成 ○ 1-0 庵原高校跡地グランド
8月5日 十文字高校 vs.松蔭 ○ 7-0 庵原高校跡地グランド
8月6日 十文字高校 vs.桐陽高等学校 ○ 2-1 庵原高校跡地グランド

優秀選手　白尾朱寧、三谷和華奈、村田梨菜、藤野あおば、杉澤海星



8月6日 十文字高校 vs.帝京大可児高等学校 ○ 1-0 庵原高校跡地グランド 　

8月6日 十文字高校 vs.市立太田高等学校 ○ 2-1 庵原高校跡地グランド
8月7日 十文字高校 vs.追手門学院高等学校 ● 0-2 富士川憩いの広場
8月7日 十文字高校 vs.南陵高等学校 ○ 1-0 富士川憩いの広場
8月8日 十文字高校 vs.常葉橘高等学校 ○ 1-0 富士川憩いの広場

結果：1位トーナメント5位

第5回清瀬市長杯 8月10日 十文字高校 vs.帝京長岡高等学校 ○ 2-0 清瀬内山グランドC
vs.暁星国際高等学校 ○ 4-0 清瀬内山グランドC

8月11日 vs.村田女子高等学校 ● 0-1 十文字学園女子大学サッカーグランド
 vs.本庄第一高等学校 ○ 2-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

結果:3位 　 　
　 　

東京都予選 8月31日 十文字高校 vs.八王子学園高等学校 ○ 21-0 清瀬内山グランドA
9月8日 vs.日本大学櫻丘高等学校 ○ 4-0 東京都私学事業団運動場
9月28日 vs.修徳高等学校 ○ 4-0 晴海総合高等学校
10月5日 vs.杉並総合高等学校 ○ 8-0 清瀬内山グランドB
10月6日 vs.村田女子高等学校 △ 1-1 十文字学園女子大学サッカーグランド

結果:優勝

関東予選 11月9日 vs.宇都宮中央高等学校 ○ 15-0 コーエイ前橋フットボールセンター
11月10日 vs.前橋育英高等学校 ● 1-2 コーエイ前橋フットボールセンター
11月16日 vs.鹿島学園高等学校 ○ 4-0 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
11月17日 vs.高崎健康福祉大学高崎高等学校 ○ 5-0 コーエイ前橋フットボールセンター

結果:5位

 　
　

第1節 9月29日 十文字高校 vs.成立学園高等学校 ○ 8-0 東京都私学事業団運動場
第2節 10月1日 vs.晴海総合高等学校 ○ 1-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
第3節 10月14日 vs.文京学院高等学校 △ 0-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
第4節 11月4日 vs.東久留米総合高等学校 ○ 4-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
第5節 12月15日 vs.村田女子高等学校 ○ 3-1 鹿島ハイツスポーツプラザ第一ピッチ
第6節 12月22日 vs.修徳高等学校 ○ 2-1 十文字学園女子大学サッカーグランド
第7節 12月23日 vs.都立飛鳥高等学校 ○ 10-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

結果:優勝
得点王　安部 美楽乃

第5回　東京都　ＪＣＳ　League
10月26日 十文字高校brave vs.文京学院高等学校 ○ 2-1 十文字学園女子大学サッカーグランド
11月30日 vs.村田女子高等学校 ○ 2-1 十文字学園女子大学サッカーグランド
12月21日 vs.十文字高校gloria ○ 1-0 十文字学園女子大学サッカーグランド

11月11日 十文字高校gloria vs.十文字高校diverti ○ 2-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
11月30日 vs.修徳 ○ 4-1 十文字学園女子大学サッカーグランド
12月21日 vs.十文字高校brave ● 0-1 十文字学園女子大学サッカーグランド

11月11日 十文字高校diverti vs.十文字高校gloria ● 0-2 十文字学園女子大学サッカーグランド
11月23日 vs.修徳 ○ 5-0 十文字学園女子大学サッカーグランド
12月21日 vs.文京学院高等学校 ○ 3-1 十文字学園女子大学サッカーグランド

                      結果:優勝　十文字brave
                                2位　十文字gloria
                                3位　十文字diverti　

1月3日 vs.作陽高等学校 ○ 3-0 三木総合防災公園陸上競技場
1月4日 vs.日ノ本学園高等学校 ● 0-0（PK3-4） 三木総合防災公園陸上競技場

結果:ベスト16
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