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道新旗 第１６回北海道女子サッカーリーグ 兼
皇后杯ＪＦＡ第４３回全日本女子サッカー選手権大会北海道大会
北海道大会

results 

主催　公益財団法人北海道サッカー協会
共催　北海道新聞社
主管　公益財団法人北海道サッカー協会女子委員会
　　　一般社団法人札幌地区サッカー協会
　　　室蘭地区サッカー協会
　　　千歳地区サッカー協会
　　　一般社団法人十勝地区サッカー協会
協賛　株式会社モルテン

第 10節の様子

■ 順位（2021 年 9月 11日現在）
     [　] 括弧内数字は試合数

１　札幌大学女子サッカー部ヴィスタ
　　（勝ち点 22　得失点差 23）[9]
２　北海道文教大学附属高等学校
　　（勝ち点 19　得失点差 53）[8]
３　北海道大谷室蘭高等学校
　　（勝ち点 15　得失点差 28）[7]
４　クラブフィールズ・リンダ
　　（勝ち点 8　得失点差 5）[8]
５　北海道リラ・コンサドーレ
　　（勝ち点 5　得失点差△9）[8]
６　帯広大谷高等学校
　　（勝ち点０　得失点差△100）[8]

日本で最も権威ある女子サッカー大会の一つ、皇后杯ＪＦＡ全日本女子
サッカー選手権大会の北海道代表を決める本大会には、6チームが参戦
しています。今シーズンからは、帯広大谷高等学校が参戦し、広域性が
拡大。北海道の高校サッカー界を牽引し続けている文教大学附属高等学
校（旧明清高等学校；今年度千歳地区に移転）や北海道大谷室蘭高等学
校との高校チーム同士の対戦も注目されます。昨年度優勝チームの札幌
大学女子サッカー部、各年代選手の活躍が目覚ましい北海道リラ・コン
サドーレ、北海道女子サッカー界を支える選手を長年にわたって数多く
輩出し続けているクラブフィールズ・リンダと、全６チームが、道新旗
を掲げることを目指してリーグ戦を戦います。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
延期をさせていただいている試合がございます。
開催順は前後しますが、２ページ目以降、各節順に、記録並びに結果を
掲載させていただきます。

今シーズンは、主に無観客試合での開催をさせていただいております。
皆さまにおかれましては、趣旨ご理解のうえ、ご協力をいただいており
ますことをこの場をお借りしてお礼申し上げます。

■ 得点ランキング１位（23点）
江藤 里桜奈（文教附属）



第1節

第2節

大谷室蘭 札大女子 ０ 0-0
0-0

主審;濱岡 副審;小松,川岸 第4;久守

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

中尾 咲綺, 中里 綾花, 
今村 栞愛, 清野 未夢

66分
81分
90+1分

尾崎→今村
菅沼→中里
増子→中尾
佐々木→清野

46分

63分
90+3分

安藤→山崎
土谷→土田
藤原→片山
楢山→和田
土田→坪川

2021年7月18日（日）14:30KICK OFF
北海道コンサドーレ札幌東雁来グラウンド

0リラ リンダ
得点

文教附属帯広大谷

リンダ 文教附属 リラ 大谷室蘭 札大女子 帯広大谷

GK 21 伊藤 楓夏
DF 5 青木 日向子
DF 6 遠藤 美音
DF 14 増子 晴奈
DF 15 近田 夏歩
MF 4 今立 のどか
MF 10 宮林 桜生
MF 11 菅沼 愛
FW 8 東堂 正枝
FW 9 佐々木 由真
FW 17 尾崎 柊

弓立 詩菜, 須藤 紗椰, 
坪川 真菜, 山﨑 夏穂,
片山 あさ, 土田 心, 
東 瑚雪, 和田 香那古

GK 56 丸山 彩
DF 4 柴田 葵
DF 35 中島 来夏
DF 42 長木 希果
DF 43 安藤 美咲
MF 5 勝谷 玲子
MF 31 土谷 美晴
MF 32 藤原 亜衣
MF 39 佐々木 暖花
FW 48 宮本 紗和
FW 52 楢山 りり子

3 2-0
1-0 0

主審;渡部 副審;鈴木,江渕 第4;志村

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

2021年8月7日（土）11:00KICK OFF
洞 ポロモイスタジアム

得点

石崎 唯依, 米田 凪咲, 
山田 菜月, 山﨑 彩乃, 
松田 聖音, 田淵 彩香, 
太田 璃花

HT
70分

83分
90+1分

佐藤→石崎
丸山→山田
遠藤→米田
塩谷→山﨑
大湯→太田
鈴木→田淵
久野→松田

6分 佐武, 19分 佐藤, 59分 久野(大谷室蘭)

GK 1 丸田 彩奈
DF 2 大湯 可琳
DF 3 塩谷 優月
DF 4 佐武 ほのか
DF 13 丸山 雪月
MF 6 安達 沙織
MF 7 鈴木 璃萊
MF 8 富田 愛央
FW 9 遠藤 光ノ美
FW 10 久野 日芽香
FW 28 佐藤 美沙希

宇佐美 愛 , 吉川 夢叶, 
吉武 きらら, 
井田 久美子, 門脇 もえ

HT

65分

77分

大沼→吉川
小野寺→宇佐美
安田→吉武
垣野→井田
竹山→門脇

GK 1 浦崎 瑚乃美
DF 4 米田 萌花
DF 5 諸岡 紬
DF 11 中野 風華
MF 8 玉川 実奈 
MF 10 大沼 寿々歩 
MF 14 小野寺 ゆき
MF 18 安田 聖羅
MF 23 垣野 令佳
FW 9 竹山 智恵
FW 13 秋田 咲良

12 1-0
12-0

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

浦崎 瑚乃美, 中野 風華, 
嘉数 クレア姫麗, 
板井 紅空, 玉川 実奈 ,
小野寺 ゆき, 安田 聖羅, 
竹山 智恵, 秋田 咲良

32分

HT

74分

二階堂→中野
吉武→竹山
甲賀→玉川
吉川→安田
門脇→小野寺
山本→秋田
片岡→嘉数

松野 仁美, 大橋 奈央, 
柴田 新奈, 脇本 紗弥, 
石川 妃奈乃

76分中屋→松野

0
得点
34分,49分,77分,84分,90+1分 竹山,
51分,52分 小野寺,53分 中野,68分 井田,
71分,81分 安田, 90+3分 志藤（札大女子）

GK 21 上野 陽希
DF 20 山本 優夏
DF 24 片岡 真那
DF 25 二階堂 馨
DF 26 志藤 翠衣
MF 7 井田 久美子
MF 15 宇佐美 愛 
MF 17 吉武 きらら
MF 19 吉川 夢叶
FW 22 甲賀 桃
FW 28 門脇 もえ

主審;桑名 副審;一瀬,林 第4;葛西

2021年8月9日（月祝）18:30KICK OFF
札幌大学グラウンド

GK 1 吉田 空桜
DF 3 前崎 結良
DF 4 山口 ヒカル
DF 5 早苗 采音
DF 6 大西 暖乃
DF 9 友田 瑚々亜
MF 7 黒須 咲良
MF 10 山田 李空
MF 11 小澤 希歩
FW 8 中屋 采芽
FW 13 川波 姫星

主審;佐藤 副審;戸井,井田 第4;田崎

2021年8月14日（土）11:00KICK OFF
文教大学附属高校グラウンド

０ 0-7
0-6 13

交代要員

先発

交代

中屋 采芽, 大橋 奈央, 
柴田 新奈, 脇本 紗弥, 
石川 妃奈乃

HT
82分

松野→中屋
早苗→大橋

得点
8分,57分 宮下, 13分,25分,27分,47分,51分,53分 江藤
23分 矢津田, 31分,32分,54分 槻木澤, 
48分 金井(文教附属)

GK 1 吉田 空桜
DF 2 松野 仁美
DF 3 前崎 結良
DF 4 山口 ヒカル
DF 5 早苗 采音
DF 6 大西 暖乃
DF 9 友田 瑚々亜
MF 7 黒須 咲良
MF 10 山田 李空
MF 11 小澤 希歩
FW 13 川波 姫星

GK 12 河瀬 望乃加
DF 3 河瀬 悠良
DF 8 中島 智香
DF 26 坂尾 光梨
DF 35 矢津田明莉
MF 4 金井 里和
MF 6 小椋 沙弥
MF 15 高谷 こころ
FW 9 宮下 侑奈
FW 10 江藤 里桜奈
FW 18 槻木澤 眞彩
交代要員

先発

交代

及川 小枝, 猪又 月菜, 
藤沢 萌, 駒水 那名, 
池本 明穂, 井園 美咲, 
日野澤 心夏

34分
HT
64分

75分

小椋→池本
高谷→藤沢
河瀬(悠)→駒水
中島→井岡
宮下→日野澤



第3節

第4節

１ 1-2
0-2

主審;高野 副審;桑名,久守 第4;田中

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代
63分
67分

75分

佐々木→尾崎
青木→近田
東堂→中里
遠藤→中尾

29分
63分
79分
89分

高谷→小林
駒水→宮下
赤松→矢津田
鶴間→河瀬(悠)
小林→清家

2021年7月22日(木祝)14:30KICK OFF
北海道コンサドーレ札幌東雁来グラウンド

4リラ 文教附属
得点
9分 今立(リラ), 
21分,32分 駒水, 65分 猪又, 90分 江藤(文教附属)

主審;桑名 副審;濱岡,岡田 第4;阿部

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

2021年7月24日（日）10:00KICK OFF
札幌大学グラウンド

札大女子 リンダ
得点

０ 0-6
0-6

主審;細山 副審;宇野,佐藤 第4;西村

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

松野 仁美, 早苗 采音, 
多胡 乃姫, 宮野 真利亜, 
牧野 杏菜, 柴田 新奈, 
脇本 紗弥, 石川 妃奈乃

15分 中屋→早苗

井 琳, 太田 璃花, 
髙橋 由衣, 山田 菜月, 
加藤 梨瀬, 田淵 彩香, 
米田 凪咲, 神田 碧, 
千葉 由結

30分
HT
70分

78分

84分

石崎→ 井
山﨑→山田
遠藤→田淵
井→加藤

鈴木→千葉
丸山→太田
富田→田淵
塩谷→髙橋

2021年7月17日（土）14:00KICK OFF
中札内交流の杜

12帯広大谷 大谷室蘭
得点
10分,29分,30分,32分,84分 富田, 
27分,46分,56分 鈴木,
35分,74分,82分 久野, 90+4分 加藤(大谷室蘭)

文教附属 札大女子 大谷室蘭 リンダ 帯広大谷 リラ

GK 21 伊藤 楓夏
DF 3 川端 ありさ
DF 5 青木 日向子
DF 6 遠藤 美音
DF 14 増子 晴奈
MF 4 今立 のどか
MF 10 宮林 桜生
MF 11 菅沼 愛
FW 8 東堂 正枝
FW 9 佐々木 由真
FW 18 今村 栞愛

中尾 咲綺, 近田 夏歩, 
中里 綾花, 尾崎 柊

GK 1 高見 颯希
DF 2 鶴間 みのり
DF 15 高谷 こころ
DF 23 生井 千晶
MF 4 金井 里和
MF 8 中島 智香
MF 11 猪又 月菜
MF 14 國井 麻耶
MF 21 赤松 佑衣
FW 10 江藤 里桜奈
FW 22 駒水 那名

河瀬 望乃加, 河瀬 悠良, 
坂東 美南, 池本 明穂, 
清家 音々, 矢津田明莉, 
小林 悠夏, 佐々木 愛, 
宮下 侑奈

GK 1 吉田 空桜
DF 3 前崎 結良
DF 4 山口 ヒカル
DF 6 大西 暖乃
DF 9 友田 瑚々亜
MF 7 黒須 咲良
MF 10 山田 李空
MF 11 小澤 希歩
MF 16 葛迫 穂乃香
FW 8 中屋 采芽
FW 13 川波 姫星

GK 1 丸田 彩奈
DF 3 塩谷 優月
DF 4 佐武 ほのか
DF 5 山﨑 彩乃
DF 13 丸山 雪月
MF 6 安達 沙織
MF 7 鈴木 璃萊
MF 8 富田 愛央
FW 9 遠藤 光ノ美
FW 10 久野 日芽香
FW 17 石崎 唯依

３ 2-0
1-1 １

34分 竹山, 36分 吉武(札大女子), 
50分 楢山(リンダ),
90+3分 門脇(札大女子)

GK 21 上野 陽希
DF 4 米田 萌花
DF 25 二階堂 馨
DF 26 志藤 翠衣
DF 27 嘉数 クレア姫麗
MF 10 大沼 寿々歩 
MF 14 小野寺 ゆき
MF 17 吉武 きらら
MF 18 安田 聖羅
MF 23 垣野 令佳
FW 9 竹山 智恵

HT

84分
90分

二階堂→中野
嘉数→甲賀
竹山→門脇
小野寺→宇佐美
大沼→吉川
垣野→井田

浦崎 瑚乃美, 諸岡 紬, 
井田 久美子, 中野 風華, 
宇佐美 愛 , 吉川 夢叶, 
甲賀 桃, 片岡 真那, 
門脇 もえ

43分
HT
65分
89分

佐々木→曽部
柴田→山﨑
土谷→土田
勝谷→片山

松尾 流南, 片山 あさ, 
須藤 紗椰, 曽部 妃加里, 
坪川 真菜, 藤原 亜衣, 
土田 心, 山﨑 夏穂, 
丸山 彩

GK 1 川島 桜子
MF 3 牛嶋 心海
DF 4 柴田 葵
MF 5 勝谷 玲子
FW 31 土谷 美晴
FW 35 中島 来夏
DF 39 佐々木 暖花
MF 42 長木 希果
DF 43 安藤 美咲
FW 48 宮本 紗和
FW 52 楢山 りり子

0 0-0
0-1

主審;稲葉 副審;佐藤,戸井 第4;西村

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

河瀬 望乃加, 河瀬 悠良, 
澤野 帆乃佳, 坂尾 光梨, 
小林 悠夏, 國井 麻耶, 
槻木澤 眞彩, 駒水 那名, 
清家 音々

HT
73分
86分

高谷→小林
猪又→槻木澤
宮下→駒水

浦崎 瑚乃美, 二階堂 馨, 
嘉数 クレア姫麗, 
玉川 実奈 , 宇佐美 愛,
吉武 きらら, 吉川 夢叶,
甲賀 桃, 秋田 咲良

10分
HT

66分
68分

米田→吉川
井田→玉川
門脇→秋田
安田→吉武
大沼→宇佐美

2021年7月31日（土）10:00KICK OFF
文教大学附属高校グラウンド

1
得点
81分 竹山（札大女子）

GK 1 高見 颯希
DF 2 鶴間 みのり
DF 8 中島 智香
DF 23 生井 千晶
DF 35 矢津田明莉
MF 4 金井 里和
MF 11 猪又 月菜
MF 15 高谷 こころ
MF 17 佐々木 愛
FW 9 宮下 侑奈
FW 10 江藤 里桜奈

GK 21 上野 陽希
DF 4 米田 萌花
DF 5 諸岡 紬
DF 11 中野 風華
DF 18 安田 聖羅
MF 7 井田 久美子
MF 10 大沼 寿々歩 
MF 14 小野寺 ゆき
MF 23 垣野 令佳
MF 28 門脇 もえ
FW 9 竹山 智恵



第５節

第6節

5 4-0
1-2

主審;阿部(美) 副審;久守,盛永 第4;桑名

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

浦崎 瑚乃美, 板井 紅空,
秋田 咲良, 宇佐美 愛
吉川 夢叶, 片岡 真那
志藤 翠衣, 嘉数 クレア姫麗
門脇 もえ

66分

74分

79分

小野寺→秋田
甲賀→門脇
大沼→宇佐美
垣野→吉川
竹山→嘉数
諸岡→片岡
安田→板井

中尾 咲綺, 中里 綾花, 
近田 夏歩, 尾崎 柊, 
今村 栞愛, 柳原 瑠夏, 
小林 愛梨, 西澤 一葉

HT
66分

81分

清野→今村
遠藤→近田
東堂→尾崎
増子→中尾
今立→中里

2021年6月26日（土）9:30KICK OFF
札幌大学グラウンド

2札大女子 リラ
得点
13分 竹山,17分 玉川, 38分 小野寺, 43分 玉川,
66分 竹山（札大女子）,
79分 今村, 90分 尾崎（リラ）

GK 21 上野 陽希
DF 4 米田 萌花
DF 5 諸岡 紬
DF 11 中野 風華
MF 8 玉川 実奈 
MF 10 大沼 寿々歩 
MF 14 小野寺 ゆき
MF 18 安田 聖羅
MF 22 甲賀 桃
MF 23 垣野 令佳
FW 9 竹山 智恵

GK 21 伊藤 楓夏
DF 3 川端 ありさ
DF 5 青木 日向子
DF 6 遠藤 美音
DF 14 増子 晴奈
MF 4 今立 のどか
MF 10 宮林 桜生
MF 11 菅沼 愛
FW 8 東堂 正枝
FW 9 佐々木 由真
FW 19 清野 未夢

４ 2-0
2-0

主審;阿部(恵) 副審;佐藤,加藤 第4;細谷

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

丸山 彩, 松尾 流南, 
山﨑 夏穂, 片山 あさ, 
曽部 妃加里, 佐々木 暖花, 
土田 心, 吉田 有沙, 
和田 香那古

HT

62分
72分
80分

安藤→山崎
土谷→吉田
勝谷→曽部
楢山→土田
柴田→松尾
藤原→片山
宮本→和田

松野 仁美, 大橋 奈央, 
牧野 杏菜, 柴田 新奈, 
脇本 紗弥

85分中屋→松野

2021年6月26日（土）10:00KICK OFF
札幌サッカーアミューズメントパーク

0リンダ 帯広大谷
得点
35分 宮本, 45+2分 長木,
60分 宮本, 85分 吉田（リンダ）

4 1-3
3-0

主審;稲葉 副審;長浜,大村 第4;後藤

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

河瀬 望乃加, 河瀬 悠良, 
澤野 帆乃佳, 生井 千晶, 
小林 悠夏, 佐々木 愛, 
赤松 佑衣, 槻木澤 眞彩, 
駒水 那名

34分
HT

84分

坂東→生井
國井→赤松
宮下→駒水
猪又→小林

木村 彩乃, 山﨑 彩乃, 
髙橋 由衣, 山田 菜月, 
田淵 彩香, 神田 碧, 
石崎 唯依, 井 琳, 
佐藤 美沙希

56分

86分

太田→山田
米田→石崎
遠藤→ 井
石崎→佐藤

2021年6月26日（土）10:00KICK OFF
文教大学附属高校グラウンド

3文教附属 大谷室蘭
得点
13分 江藤（文教附属）,
20分 鈴木, 22分 久野, 28分 佐武（大谷室蘭）,
83分 江藤, 83分 猪又,90+3分 小林（文教附属）

GK 1 川島 桜子
DF 4 柴田 葵
FW 35 中島 来夏
MF 42 長木 希果
DF 43 安藤 美咲
MF 3 牛嶋 心海
MF 5 勝谷 玲子
FW 31 土谷 美晴
MF 32 藤原 亜衣
FW 48 宮本 紗和
FW 52 楢山 りり子

GK 1 吉田 空桜
DF 3 前崎 結良
DF 4 山口 ヒカル
DF 5 早苗 采音
MF 6 大西 暖乃
MF 7 黒須 咲良
FW 8 中屋 采芽
MF 10 山田 李空
MF 11 小澤 希歩
FW 13 川波 姫星
MF 16 葛迫 穂乃香

GK 1 高見 颯希
DF 2 鶴間 みのり
MF 8 中島 智香
MF 15 高谷 こころ
DF 19 坂東 美南
MF 4 金井 里和
MF 7 及川 小枝
MF 11 猪又 月菜
MF 14 國井 麻耶
FW 9 宮下 侑奈
FW 10 江藤 里桜奈

GK 1 丸田 彩奈
DF 3 塩谷 優月
DF 4 佐武 ほのか
DF 13 丸山 雪月
DF 16 太田 璃花
MF 6 安達 沙織
MF 7 鈴木 璃萊
MF 8 富田 愛央
MF 15 米田 凪咲
FW 9 遠藤 光ノ美
FW 10 久野 日芽香

１ 1-3
0-1

主審;桑名 副審;岡田,山口 第4;青木

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

松尾 流南, 須藤 紗椰, 
坪川 真菜, 山崎 夏穂, 
片山 あさ, 土田 心, 
和田 香那古

HT

51分
68分

安藤→山崎
佐々木→片山
楢山→土田
土谷→和田

上野 陽希, 二階堂 馨, 
志藤 翠衣, 門脇 もえ, 
嘉数クレア姫麗, 
吉川 夢叶, 甲賀 桃, 
山本 優夏, 井田 久美子

64分

78分

86分

玉川→嘉数
小野寺→山本
大沼→井田
安田→門脇
諸岡→志藤
竹山→甲賀
秋田→二階堂

2021年7月3日（土）10:00KICK OFF
東雁来公園東グラウンド

４リンダ 札大女子
得点
3分 竹山, 12分 安田(札大女子), 16分 土谷(リンダ),
25分,81分 竹山(札大女子)

４ 3-0
1-0

主審;北川 副審;佐々木,正木 第4;鈴木

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

米田 凪咲, 石崎 唯依, 
田淵 彩香, 山﨑 彩乃

66分
70分
90+2分

遠藤→米田
佐藤→石崎
山田→山崎
鈴木→田淵

尾崎 柊, 近田 夏歩, 
清野 未夢, 中里 綾花, 
西澤 一葉, 中尾 咲綺

HT
62分
78分

90分

東堂→尾崎
遠藤→近田
菅沼→中里
今村→清野
川端→中尾
宮林→西澤

2021年7月3日（土）10:00KICK OFF
まなびの里公園サッカー場

0大谷室蘭 リラ
得点
5分 佐藤, 21分 富田, 27分,59分 鈴木(大谷室蘭)

24 10-014-0

主審;長浜 副審;大村,土屋 第4;佐藤

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

日野澤 心夏, 河瀬 悠良, 
金井 里和, 小椋 沙弥, 
宮下 侑奈, 藤沢 萌, 
池本 明穂, 井園 美咲, 
佐藤 菜月

HT

70分

79分

澤野→日野澤
佐々木→河瀬
駒水→金井
鶴間→池本
生井→藤沢
赤松→佐藤
中島→井園

松野 仁美, 友田 瑚々亜, 
大橋 奈央, 牧野 杏菜, 
柴田 新奈, 脇本 紗弥

34分
66分
90分

中屋→友田
小澤→松野
山口→牧野

2021年7月3日（土）12:00KICK OFF
文教大学附属高校グラウンド

0文教附属 帯広大谷
得点
2分,10分,15分,43分,65分,83分 猪又, 9分 中島,
25分,68分,72分,76分,82分,83分,86分,90+3分 江藤, 
32分,41分 佐々木, 39分,45+2分 駒水. 
49分,54分,81分 日野澤, 55分,66分 及川(文教附属)

GK 56 丸山 彩
DF 4 柴田 葵
DF 35 中島 来夏
DF 42 長木 希果
DF 43 安藤 美咲
MF 5 勝谷 玲子
MF 31 土谷 美晴
MF 32 藤原 亜衣
MF 39 佐々木 暖花
FW 48 宮本 紗和
FW 52 楢山 りり子

GK 1 浦崎 瑚乃美
DF 4 米田 萌花
DF 5 諸岡 紬
DF 11 中野 風華
MF 8 玉川 実奈 
MF 10 大沼 寿々歩 
MF 14 小野寺 ゆき
MF 18 安田 聖羅
MF 23 垣野 令佳
FW 9 竹山 智恵
FW 13 秋田 咲良

GK 1 丸田 彩奈
DF 3 塩谷 優月
DF 4 佐武 ほのか
DF 13 丸山 雪月
DF 27 山田 菜月
MF 6 安達 沙織
MF 7 鈴木 璃萊
MF 8 富田 愛央
MF 9 遠藤 光ノ美
FW 10 久野 日芽香
FW 28 佐藤 美沙希

GK 21 伊藤 楓夏
DF 3 川端 ありさ
DF 5 青木 日向子
DF 6 遠藤 美音
DF 14 増子 晴奈
MF 4 今立 のどか
MF 10 宮林 桜生
MF 11 菅沼 愛
FW 8 東堂 正枝
FW 9 佐々木 由真
FW 18 今村 栞愛

GK 12 河瀬 望乃加
DF 2 鶴間 みのり
DF 8 中島 智香
DF 16 澤野 帆乃佳
DF 23 生井 千晶
MF 7 及川 小枝
MF 11 猪又 月菜
MF 17 佐々木 愛
MF 21 赤松 佑衣
FW 10 江藤 里桜奈
FW 22 駒水 那名

GK 1 吉田 空桜
DF 3 前崎 結良
DF 4 山口 ヒカル
DF 5 早苗 采音
MF 6 大西 暖乃
MF 7 黒須 咲良
MF 10 山田 李空
MF 11 小澤 希歩
MF 16 葛迫 穂乃香
FW 8 中屋 采芽
FW 13 川波 姫星



第7節

4 0-0
4-2

主審;大村 副審;長浜,土屋 第4;戸井

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

高見 颯希, 高谷 こころ,
澤野 帆乃佳, 池本 明穂, 
矢津田明莉, 小林 悠夏, 
佐々木 愛, 江田 依鞠, 
宮下 侑奈

HT

83分

國井→高谷
駒水→小林
赤松→澤野

野坂 美咲, 中尾 咲綺, 
近田 夏歩, 中里 綾花, 
尾崎 柊, 今村 栞愛

58分
80分

清野→今村
遠藤→近田
佐々木→尾崎

2021年7月11日（日）10:00KICK OFF
文教大学附属高校グラウンド

2文教附属 リラ
得点
49分 及川, 64分 江藤(文教附属), 67分 菅沼(リラ),
75分 及川, 80分 江藤(文教附属), 83分 東堂(リラ)

0 0-11
0-7

主審;細山 副審;常谷,佐藤 第4;西村

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

吉田 空桜, 松野 仁美, 
山田 李空, 宮野 真利亜, 
多胡 乃姫, 大橋 奈央, 
柴田 新奈, 脇本 紗弥, 
石川 妃奈乃

78分 中屋→松野

弓立 詩菜, 五十嵐 亜胡, 
柴田 葵, 東 瑚雪, 
松尾 流南, 片山 あさ, 
須藤 紗椰, 坪川 真菜, 
土田 心

HT

57分

71分

川島→弓立
安藤→坪川
中島→松尾
藤原→片山
楢山→土田
山崎→須藤

2021年7月11日（日）14:30KICK OFF
幕別町運動公園陸上競技場

18帯広大谷 リンダ
得点
1分,29分,48分,63分,72分,73分 宮本, 
7分,19分,71分,90分 土谷,
9分,12分,21分,39分,44分,71分 佐々木,
18分,41分 藤原(リンダ)

3 1-1
2-1

主審;岡田 副審;久守,畠山 第4;鈴木

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

志藤 翠衣, 板井 紅空, 
小野寺 ゆき, 吉武 きらら, 
吉川 夢叶, 山本 優夏, 
甲賀 桃, 片岡 真那, 
嘉数 クレア姫麗

HT
59分
89分

井田→吉武
宇佐美→小野寺
竹山→甲賀

山﨑 彩乃, 田淵 彩香, 
米田 凪咲, 太田 璃花, 
石崎 唯依, 井 琳, 
山田 菜月, 神田 碧, 
千葉 由結

76分
77分

遠藤→米田
佐藤→ 井

2021年7月11日（日）14:00KICK OFF
札幌大学グラウンド

2札大女子 大谷室蘭
得点
18分 佐藤(大谷室蘭), 28分 米田(札大女子),
53分 塩谷(大谷室蘭), 
61分 玉川, 76分小野寺(札大女子)

GK 12 河瀬 望乃加
DF 2 鶴間 みのり
DF 8 中島 智香
DF 14 國井 麻耶
DF 23 生井 千晶
MF 4 金井 里和
MF 7 及川 小枝
MF 11 猪又 月菜
MF 21 赤松 佑衣
FW 10 江藤 里桜奈
FW 22 駒水 那名

GK 21 伊藤 楓夏
DF 3 川端 ありさ
DF 5 青木 日向子
DF 6 遠藤 美音
DF 14 増子 晴奈
MF 4 今立 のどか
MF 10 宮林 桜生
MF 11 菅沼 愛
FW 8 東堂 正枝
FW 9 佐々木 由真
FW 19 清野 未夢

GK 19 牧野 杏菜
DF 3 前崎 結良
DF 4 山口 ヒカル
DF 5 早苗 采音
DF 6 大西 暖乃
MF 9 友田 瑚々亜
MF 7 黒須 咲良
MF 11 小澤 希歩
MF 16 葛迫 穂乃香
FW 8 中屋 采芽
FW 13 川波 姫星

GK 1 川島 桜子
DF 35 中島 来夏
DF 42 長木 希果
DF 43 安藤 美咲
DF 54 山﨑 夏穂
MF 5 勝谷 玲子
MF 31 土谷 美晴
MF 32 藤原 亜衣
MF 39 佐々木 暖花
FW 48 宮本 紗和
FW 52 楢山 りり子

GK 1 浦崎 瑚乃美
DF 4 米田 萌花
DF 5 諸岡 紬
DF 10 大沼 寿々歩 
DF 13 秋田 咲良
MF 7 井田 久美子
MF 8 玉川 実奈 
MF 15 宇佐美 愛 
MF 18 安田 聖羅
MF 23 垣野 令佳
FW 9 竹山 智恵

GK 1 丸田 彩奈
DF 2 大湯 可琳
DF 3 塩谷 優月
DF 4 佐武 ほのか
DF 6 安達 沙織
MF 7 鈴木 璃萊
MF 8 富田 愛央
MF 13 丸山 雪月
MF 9 遠藤 光ノ美
FW 10 久野 日芽香
FW 28 佐藤 美沙希

第8節

帯広大谷 札大女子 大谷室蘭 文教附属 0 0-0
0-0

主審;阿部(美) 副審;桑名,佐々木 第4;青木

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

川島 桜子, 中島汐里, 
藤原 亜衣, 須藤 紗椰, 
中島 来夏, 和田 香那古

HT
62分
75分
84分

土田→中島(汐)
坪川→中島(来)
牛嶋→藤原
吉田→和田

遠藤 美音, 中里 綾花, 
東堂 正枝, 清野 未夢

66分 青木→遠藤
菅沼→中里
尾崎→清野

2021年8月28日（土）10:00KICK OFF
東雁来公園東グラウンド

0リンダ リラ
得点

GK 34 弓立 詩菜
DF 29 坪川 真菜
DF 42 長木 希果
DF 43 安藤 美咲
DF 54 山﨑 夏穂
MF 3 牛嶋 心海
MF 5 勝谷 玲子
MF 50 土田 心
FW 52 楢山 りり子
FW 48 宮本 紗和
FW 14 吉田 有沙

GK 1 野坂 美咲
DF 2 中尾 咲綺
DF 3 川端 ありさ
DF 15 近田 夏歩
DF 5 青木 日向子
MF 4 今立 のどか
MF 10 宮林 桜生
MF 11 菅沼 愛
FW 9 佐々木 由真
FW 17 尾崎 柊
FW 18 今村 栞愛



札大女子 文教附属 リンダ 大谷室蘭 リラ 帯広大谷

第9節

11 9-0
2-0

主審;田崎 副審;戸井,中里 第4;井田

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代

高見 颯希, 鶴間 みのり, 
澤野 帆乃佳, 池本 明穂, 
坂尾 光梨, 小椋 沙弥, 
清家 音々, 佐藤 菜月, 
駒水 那名

HT

65分

73分

83分

生井→澤野
宮下→坂尾
江藤→清家
槻木澤→駒水
猪又→池本
小林→小椋
中島→佐藤

弓立 詩菜, 須藤 紗椰, 
坪川 真菜, 山﨑 夏穂, 
片山 あさ, 曽部 妃加里, 
土谷 美晴, 東 瑚雪

HT

58分
87分

川島→弓立
柴田→山崎
土田→曽部
吉田→土谷
安藤→須藤
牛嶋→片山

2021年9月4日（土）10:00KICK OFF
文教大学附属高校グラウンド

0文教附属 リンダ
得点
12分,22分 猪又, 14分,45+1分 河瀬(悠), 
16分,18分 江藤, 17分 小林, 32分 矢津田,
38分 宮下, 71分 清家, 82分 澤野(文教附属)

10 5-0
5-0

主審;磯田 副審;鈴木,神野 第4;三谷

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代
HT

70分
83分

大湯→山田
山埼→塩谷
丸山→石崎
遠藤→松田
佐藤→木村

10分
78分

大西→中屋
中屋→牧野

2021年9月4日（土）10:00KICK OFF
室蘭市入江運動公園

0大谷室蘭 帯広大谷
得点

1 0-1
1-4

主審;久守 副審;佐々木,畠山 第4;加藤

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代
58分
70分
89分

東堂→中里
今立→中尾
尾崎→髙橋

68分

79分
85分

小野寺→宇佐美
吉武→門脇
竹山→嘉数 
諸岡→片岡(花)
玉川→板井
安田→山本
吉川→志藤

2021年9月4日（土）13:30KICK OFF
東雁来公園東グラウンド

5リラ 札大女子
得点

第10節

GK 12 河瀬 望乃加
DF 5 篠原 百穂
DF 8 中島 智香
DF 23 生井 千晶
DF 35 矢津田 明莉
MF 3 河瀬 悠良
MF 9 宮下 侑奈
MF 11 猪又 月菜
MF 13 小林 悠夏
FW 10 江藤 里桜奈
FW 18 槻木澤 眞彩

GK 1 川島 桜子
DF 4 柴田 葵
DF 35 中島 来夏
DF 42 長木 希果
DF 43 安藤 美咲
MF 3 牛嶋 心海
MF 32 藤原 亜衣
MF 50 土田 心
FW 14 吉田 有沙
FW 48 宮本 紗和
FW 52 楢山 りり子

GK 1 丸田 彩奈
DF 2 大湯 可琳
DF 4 佐武 ほのか
DF 5 山﨑 彩乃
DF 13 丸山 雪月
MF 6 安達 沙織
MF 8 富田 愛央
MF 9 遠藤 光ノ美
MF 15 米田 凪咲
FW 10 久野 日芽香
FW 28 佐藤 美沙希

塩谷 優月, 山田 菜月, 
石崎 唯依, 木村 吉穂, 
松田 聖音

GK 1 吉田 空桜
DF 3 前崎 結良
DF 5 早苗 采音
DF 6 大西 暖乃
DF 9 友田 瑚々亜
DF 2 松野 仁美
MF 4 山口 ヒカル
MF 10 山田 李空
MF 13 川波 姫星
FW 7 黒須 咲良
FW 11 小澤 希歩

中屋 采芽, 柴田 新奈, 
牧野 杏菜

11分,59分 佐藤,16分,39分 米田, 21分 安達,
29分 遠藤, 50分 富田, 81分,90+2分 石崎,
86分 木村(大谷室蘭)

中尾 咲綺, 高橋 來碧, 
中里 綾花

浦崎 瑚乃美, 片岡 花歌, 
板井 紅空 , 宇佐美 愛 , 
山本 優夏, 片岡 真那, 
志藤 翠衣, 嘉数 クレア姫麗, 
門脇 もえ

32分 吉武, 46分 玉川(札大女子),
66分 尾崎(リラ), 
77分 秋田, 78分 竹山, 82分 玉川(札大女子) 

GK 1 野坂 美咲
DF 3 川端 ありさ
DF 5 青木 日向子
DF 6 遠藤 美音
DF 15 近田 夏歩
MF 4 今立 のどか
MF 10 宮林 桜生
MF 11 菅沼 愛
FW 8 東堂 正枝
FW 9 佐々木 由真
FW 17 尾崎 柊

GK 21 上野 陽希
DF 4 米田 萌花
DF 5 諸岡 紬
MF 8 玉川 実奈 
MF 10 大沼 寿々歩 
MF 14 小野寺 ゆき
MF 17 吉武 きらら
MF 18 安田 聖羅
MF 19 吉川 夢叶
FW 9 竹山 智恵
FW 13 秋田 咲良

7 3-0
4-0

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代
HT
57分

72分

菅沼→髙橋
宮林→今村
尾崎→清野
佐々木→東堂

HT 松野→中屋

0
得点

高橋 來碧, 東堂 正枝, 
今村 栞愛, 清野 未夢

葛迫 穂乃香, 中屋 采芽

12分 佐々木, 20分 尾崎, 29分 今立, 49分 宮林,
61分 中里, 75分 清野, 80分 近田(リラ)

2 1-0
1-2

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代
HT
60分
85分

玉川→宇佐美
小野寺→吉武
井田→門脇

32分
HT
90分

宮下→及川
槻木澤→小林
河瀬(悠)→國井

2
得点

浦崎 瑚乃美, 片岡 真那, 
嘉数 クレア姫麗, 
門脇 もえ, 板井 紅空 , 
宇佐美 愛 , 吉武 きらら, 
吉川 夢叶, 山本 優夏

篠原 百穂, 高谷 こころ,
澤野 帆乃佳, 及川 小枝, 
小林 悠夏, 國井 麻耶, 
佐々木 愛, 清家 音々, 
駒水 那名

9分 小野寺(札大女子),56分 江藤(文教附属), 
88分 江藤(文教附属), 90分 宇佐美(札大女子) 

0 0-0
0-1

交代要員

先発

交代

交代要員

先発

交代
71分安藤→山崎

楢山→土田
64分

85分

90分

鈴木→遠藤
佐藤→石崎
山崎→塩谷
米田→松田
大湯→山田
丸山→太田
久野→木村

1
得点

大村 璃緒, 須藤 紗椰, 
坪川 真菜, 佐々木 暖花, 
和田 香那古, 土田 心,
山﨑 夏穂

石崎 唯依, 塩谷 優月, 
遠藤 光ノ美, 木村 吉穂, 
太田 璃花, 松田 聖音, 
山田 菜月, 神田 碧, 
千葉 由結

51分 富田(大谷室蘭)

主審;稲葉 副審;阿部(美),矢野 第4;久守

2021年9月11日（土）10:00KICK OFF
札幌サッカーアミューズメントパーク人工芝

主審;桑名 副審;久守,加藤 第4;畠山

2021年9月11日（土）12:15KICK OFF
札幌サッカーアミューズメントパーク人工芝

主審;岩本 副審;中川,加藤 第4;桑名

2021年9月11日（土）14:30KICK OFF
札幌サッカーアミューズメントパーク人工芝

GK 21 上野 陽希
DF 4 米田 萌花
DF 11 中野 風華
DF 13 秋田 咲良
DF 26 志藤 翠衣
MF 10 大沼 寿々歩 
MF 14 小野寺 ゆき
MF 18 安田 聖羅
MF 7 井田 久美子
FW 8 玉川 実奈 
FW 9 竹山 智恵

GK 12 河瀬 望乃加
DF 2 鶴間 みのり
DF 8 中島 智香
DF 23 生井 千晶
DF 35 矢津田明莉
MF 3 河瀬 悠良
MF 4 金井 里和
MF 9 宮下 侑奈
MF 11 猪又 月菜
FW 10 江藤 里桜奈
FW 18 槻木澤 眞彩

GK 34 弓立 詩菜
DF 4 柴田 葵
DF 35 中島 来夏
DF 42 長木 希果
DF 43 安藤 美咲
MF 5 勝谷 玲子
MF 9 片山 あさ
MF 31 土谷 美晴
MF 32 藤原 亜衣
FW 48 宮本 紗和
FW 52 楢山 りり子

GK 1 丸田 彩奈
DF 2 大湯 可琳
DF 4 佐武 ほのか
DF 5 山﨑 彩乃
DF 13 丸山 雪月
MF 6 安達 沙織
MF 7 鈴木 璃萊
MF 8 富田 愛央
MF 15 米田 凪咲
FW 10 久野 日芽香
FW 28 佐藤 美沙希

GK 1 野坂 美咲
DF 2 中尾 咲綺
DF 3 川端 ありさ
DF 5 青木 日向子
DF 15 近田 夏歩
MF 4 今立 のどか
MF 10 宮林 桜生
MF 11 菅沼 愛
MF 13 中里 綾花
FW 9 佐々木 由真
FW 17 尾崎 柊

GK 1 吉田 空桜
DF 2 松野 仁美
DF 3 前崎 結良
DF 4 山口 ヒカル
DF 5 早苗 采音
DF 6 大西 暖乃
DF 9 友田 瑚々亜
MF 7 黒須 咲良
MF 10 山田 李空
MF 11 小澤 希歩
FW 13 川波 姫星


