昨年度までの戦績をご案内します。
Ｕ－１２
２０２１年度
公式戦
第１９回埼玉県少女サッカーフェスティバル ３位パート２位
２０２１年度 埼玉県第４種リーグ戦 第３位
ＪＦＡ第４５回全日本Ｕ－１２サッカー選手権埼玉県大会 ２回戦敗退
第３３回埼玉県少女サッカー大会 １回戦敗退
カップ戦
２０２１ 熊谷市少女サッカー交流大会 準優勝
第１０回 川口少女サッカー交流大会 準優勝
狭山七夕杯少女サッカー大会 下位パート優勝
桶川カップ 第８位
日進レディースカップ 第５位
熊谷リリーズ卒団記念大会 第６位
２０２０年度
公式戦
第１８回埼玉県少女サッカーフェスティバル 予選敗退
２０２０年度 埼玉県第４種リーグ戦 第５位
第３２回埼玉県少女サッカー大会 予選敗退
カップ戦
陣屋橋本葛西カップ 優勝
２０１８年度
公式戦
第１６回埼玉県少女サッカーフェスティバル南部地区予選 予選敗退
２０１８年度 埼玉県第４種リーグ戦 少女東南ブロック 前期Bブロック：第５位 後期下位ブロック：第３位
第３０回埼玉県少女サッカー大会 ２回戦敗退
第４回埼玉県４種少女チームサッカー新人戦 予選敗退
第１２回埼玉県４種少女南部地区卒業記念大会 第９位
カップ戦
第７回北浦和ＳＳＳヴィーナスカップ 第５位
第５回熊谷リリーズカップ・Ｕ－１１大会 第３位
第２０回エンジェルス杯サッカー大会 第７位
２０１８年度川口カップＵ－１２少女大会 第８位
２０１８年度Ｕ－１２浦和カップ（浦和ラッキーズ杯） 第４位
第５回宮原カップ Ｕ－１２大会 第２位
第２５回東日本女子サッカー大会（浜交カップ） 第１０位
２０１７年度
公式戦
第１５回埼玉県少女サッカーフェスティバル南部地区予選 予選敗退
２９年度 埼玉県第４種リーグ戦 少女地区 Aブロック 第７位
第２９回埼玉県少女サッカー大会 ２回戦敗退
第３回埼玉県４種少女チームサッカー新人戦 予選敗退
第１１回埼玉県４種少女南部地区卒業記念大会 第７位
カップ戦
第１１回甲斐メモリアルカップ 第３位
２０１７ スカイベリーカップ 第１１位
２０１７年 戸木南スプリングカップ 第５位（敢闘賞）
第２２回草津サッカー親善大会 第１０位
第６回北浦和ＳＳＳヴィーナスカップ 準優勝
第２４回東日本女子サッカー大会（浜交カップ） 第６位
２０１６年度
公式戦

第１４回埼玉県少女サッカーフェスティバル南部地区予選 予選敗退
第２８回埼玉県少女サッカー大会 予選敗退
２０１６年度４種リーグ少女東南ブロック 第９位
第２回埼玉県４種少女チームサッカー新人戦 ２回戦敗退
第１０回埼玉県４種少女南部地区卒業記念大会 第５位（敢闘賞）
こくみん共済 少女Ｕ－１１リーグ ６勝７敗１分
２０１６年度埼玉県少女フットサルフェスタＵ－１２大会 Ａグループ第５位
カップ戦
第１０回フィリア甲斐メモリアルカップ 第１６位
２０１６ とちぎなでしこスカイベリーカップ（Ｕ－１２） 第４位
２０１６越谷レディースＵ－１２ フレンドリーカップ大会 第４位
第２１回草津サッカー親善大会 第１４位
ガールズサマーサッカーフェスティバルスティバル2016 in Gunma 第１１位
第５回北浦和ＳＳＳヴィーナスカップ 準優勝
２０１６年度 第６回浦和少女サッカー大会 第６位
第４回 さいたま親睦大会 宮原ガールズカップ 第８位
２０１６ 第９回ＦＣ熊谷プレシオッサ Ｕ１２大会 第５位
第２３回東日本女子サッカー大会（浜交カップ） 第９位
第３回リリーズカップ・U－１１大会 Ｂブロック第４位
２０１５年度
公式戦
第１３回埼玉県少女サッカーフェスティバル南部地区予選 準優勝
第１３回埼玉県少女サッカーフェスティバル決勝大会（県中央大会） 予選敗退
第２７回埼玉県少女サッカー大会 兼 第２８回関東８都県少女サッカー大会
１次予選リーグ 第１位 ２次予選リーグ 第１位 ３次予選リーグ 第２位 決勝リーグ 第４位
２０１５年度埼玉県少女フットサルフェスタＵ－１２大会 準優勝
カップ戦
第９回フィリア甲斐メモリアルカップ 第９位
２０１５ とちぎなでしこスカイベリーカップ（Ｕ－１２） 優勝
第４回ヴィーナスカップ 第４位
第７回リリーズＣＵＰフットサル大会 準優勝
第２１回狭山七夕杯少女サッカー大会 準優勝
第２０回草津サッカー親善大会 第９位
ガールズサマーサッカーフェスティバルスティバル2015 in Gunma 第３位
第１８回エンジェルス杯サッカー大会 第３位
２０１５年度 第５回浦和少女サッカー大会 第３位
第２２回東日本女子サッカー大会（ヴィーナスカップ） 優勝
第３回 さいたま親睦大会 宮原ガールズカップ 第５位
バレンタインカップ2016 準優勝
第４回 FC新田コスモスカップ 少女サッカー大会 優勝
２０１４年度
公式戦
第１２回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県南部地区予選 第８位
第２６回埼玉県少女(U-12)サッカー大会 兼 南部地区予選 第７位
埼玉県Ｕ－１２女子フットサル ２０１４ 所沢大会（第１１回大会） グループ第４位
埼玉県Ｕ－１１女子フットサル交流大会 ２０１４ 所沢大会 グループ第４位
カップ戦
第２回オープンＪｒガールズ（Ｕ－１２）・フットサル大会 千葉県大会
浦和ラッキーズＦＣ オレンジ 第６位 浦和ラッキーズＦＣオレンジ 第１３位
第１９回草津サッカー親善大会 第３位
２０１４度川口カップＵ－１２大会（戸塚杯） 第５位
第７回リリーズカップ・U１１大会 グループ優勝
ゴールドルーツ ウィンターフェスティバル ２０１４ ガールズカップ Ｕ－１２ 第５位
２０１５ 第７回ＦＣ熊谷プレシオッサ Ｕ１２大会 第５位
第２９回桜杯少女サッカー大会（Ｕ－１２） 準優勝
第２１回 東日本女子サツカー大会（ヴィーナスカッフ゜） 準優勝

２０１３年度
公式戦
第１１回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県南部地区予選 第６位
第２５回埼玉県少女(U-12)サッカー大会県 南部地区予選 第４位
埼玉県少女サッカー大会第２５回記念大会 第３位
カップ戦
第７回 Ｋａｉ Ｍｅｍｏｒｉａｌ Ｃｕｐ ４位パート２位
第８回古河少女大会 ４位ブロック優勝
第１９回狭山七夕杯少女サッカー大会 ３位パート３位
２０１３年度川口カップＵ－１２大会（戸塚杯） 第６位
２０１３年度Ｕ－１２浦和少女サッカー大会（浦和ラッキーズ杯） 第６位
第１３回三郷市スポーツ少年団近隣市町少女サッカー大会 準優勝
柏市オープンＪｒガールズ・フットサル大会 第８位
２０１４ 第６回ＦＣ熊谷プレシオッサ Ｕ１２大会 第１１位
第８回南部地区卒業記念大会 第３位（敢闘賞）
２０１２年度
公式戦
第１０回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県南部地区予選 第４位
第１０回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県大会 第３位
第１０回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 グループ第３位
第２４回埼玉県少女(U-12)サッカー大会県 南部地区予選 第５位
カップ戦
第６回 Ｋａｉ Ｍｅｍｏｒｉａｌ Ｃｕｐ ２位パート３位
第１８回狭山七夕杯少女サッカー大会 ２位パート１位（敢闘賞）
第１７回草津少女サッカー親善大会 第６位
２０１２年度川口カップＵ－１２大会（戸塚杯） 第６位
２０１２年度Ｕ－１２浦和少女サッカー大会（浦和ラッキーズ杯） 第８位
第１２回三郷市スポーツ少年団近隣市町少女サッカー大会 第３位
第１８回東日本女子ジュニアサッカー大会／ヴィーナス杯 第３位
第７回南部地区卒業記念大会 ２位リーグ２位
２０１１年度
公式戦
第９回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県南部地区予選 第４位
第９回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県予選 決勝大会 グループ第２位
第２３回埼玉県少女(U-12)サッカー大会県 南部地区予選 第３位
第２３回埼玉県少女(U-12)サッカー大会県 中央大会 ブロック２位
カップ戦
第５回 Ｋａｉ Ｍｅｍｏｒｉａｌ Ｃｕｐ 第１０位
第６回古河カップ 第４位
第１７回狭山七夕杯少女サッカー大会 第９位（敢闘賞）
第１６回草津少女サッカー親善大会
Ａチーム（６年生）：優勝（２連覇） Ｂチーム（５～２年生）：第９位
第１０回幸手サッカーフェスティバル少女大会 第３位
さいたま市誕生１０周年記念さいたまカップ（女子の部・Ｕ－１２ 優勝（１試合のみ）
２０１１年度川口カップＵ－１１大会 第６位
第１４回エンジェルス杯サッカー大会 第５位
２０１１年度Ｕ－１２浦和少女サッカー大会（浦和ラッキーズ杯） 準優勝
第１１回三郷市スポーツ少年団近隣市町少女サッカー大会 Ａブロック２位
上州カップ２０１１ガールズフットサルリーグ戦 総合８位
２０１２第４回ＦＣ熊谷少女クマスポ杯Ｕ１２女子サッカー大会 第６位
東日本大震災復興支援ガールズエイト（Ｕ－１２）サッカー河口湖大会 ２位トーナメント７位
第１２回ドルチェカップ 準優勝
第６回南部地区卒業記念大会 優勝
２０１０年度
公式戦
第８回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県南部地区予選 第４位

第８回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県予選 決勝大会 初戦敗退
第２２回埼玉県少女(U-12)サッカー大会県 南部地区予選 第４位
第２２回埼玉県少女(U-12)サッカー大会県 中央大会 ブロック２位
カップ戦
第４回甲斐メモリアルカップ ２位パート優勝（敢闘賞）
２０１０ガールズエイト交流試合ｉｎ吉井 ２位グループ優勝
第５回古河少女サッカー大会 ２位パート優勝
三郷ＪＣカップ 第４位
第１回戸木南カップＵ－１２ガールズエイトサッカー大会 第５位
第１６回狭山七夕杯少女サッカー大会 第１１位
第１５回草津少女サッカー親善大会 優勝
第９回幸手サッカーフェスティバル少女大会 優勝
第１３回エンジェルス杯サッカー大会 第３位
三郷近隣招待 予選リーグ第２位
ガールズジョイント サッカーリーグ in 群馬 WINTERカップ ２００９ 上州カップ
Ａチーム（６年生）：優勝 Ｂチーム（５年生）：８位
第１１回和光カップ少女サッカー大会 準優勝
桜カップ 準優勝
２０１１第３回ＦＣ熊谷少女クマスポ杯Ｕ１２女子サッカー大会 ４位（敢闘賞）
第１７回東日本女子ジュニアサッカー大会／ヴィーナス杯 優勝（４連覇）
第５回南部地区卒業記念大会 ３位パート優勝（敢闘賞）
２００９年度
公式戦
第７回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県南部地区予選 第４位
第７回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 埼玉県予選 決勝大会 第４位
第７回ＪＦＡ関東ガールズ８（Ｕ－１２）サッカー大会 グループ優勝
第２１回埼玉県少女(Ｕ－１２)サッカー大会県 南部地区予選 優勝
第２１回埼玉県少女(Ｕ－１２)サッカー大会県 中央大会 第３位
カップ戦
第３回甲斐メモリアルカップ 第４位
第４回古河少女サッカー大会 第３位
第１５回狭山七夕杯少女サッカー大会 第１０位
２００９年戸木南カップ（Ｕ－１３）サッカー大会 準優勝
２００９年度川口カップ少女大会 ５位（敢闘賞）
第１２回エンジェルス杯サッカー大会 優勝（２連覇）
第２４回桜杯女子サッカー大会 ５位（敢闘賞）
第１０回和光カップ少女サッカー大会 優勝
２００９年度埼玉県少女フットサルプチ大会 第３位
ガールズジョイント サッカーリーグ in 群馬 WINTERカップ ２００９ 上州カップ
Ａチーム（６年生）：４位 Ｂチーム（５年生）：９位
２０１０第２回ＦＣ熊谷少女クマスポ杯Ｕ１２女子サッカー大会 ５位（敢闘賞）
第１０回ドルチェカップ 優勝
第１６回東日本女子ジュニアサッカー大会／ヴィーナス杯 優勝（３連覇）
２００９年度（第４回）埼玉県少女サッカー連盟南部地区卒業記念大会 第３位
第３回浦和ラッキーズ杯 Ｕ－１２少女サッカー大会 優勝
第１回伊勢崎市少女サッカー大会 ２０１０ ５位（敢闘賞）

ブロック：第３位

