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ヴェルメリオ 修徳中学校 ＰＯＭＢＡ立川 ＯＬＥ国立 プログレッソ

世田谷ＦＣ 大森ＦＣ 両国ＦＣ ＦＣ千代田 ＡＪＵＮＴ　Ａ

府ロク　Ｂ コンフィアール町田 東京小山ＦＣ バリオーレ日の出 東京久留米ＦＣ　Ｂ

明治大学付属明治中学校 日本大学第３中学校 成城中学校 駿台学園 三鷹中等部

1.FC AVIENTO 國學院久我山中学校 杉並アヤックス Ｊｕｎｓ ＦＣ目黒

ＲＩＯ　ＦＣ クリアージュB 石神井マメックス エリース東京 カフリンガ東久留米

エルシエロ 国分寺第5中学校 朝鮮第4・5 かえつ有明中学校 ＣＳＡ

清瀬ＶＡＬＩＡＮＴ 桐朋中学校 東京都市大学付属中学校 スポルティング品川 青山ＳＣ

ＡＲＴＥ八王子 ＧＬＯＲＩＡ ＦＣ多摩Ｂ 暁星中学校 レッドスター

荏原第一中学校 南葛ＳＣ ＦＣ駒沢 杉並ＦＣ Raffie瑞穂

ナサロット 東京杉並ソシオＢ ＰＥＬＡＤＡ 緑山ＳＣ LARGO

ＶＩＧＯＲＥ エスフォルソＢ スクデット ＴＵソレイユ tfaB

アンビシオン ＲＥＧＡＬＯ 東京五日市 プロメテウス 東京成徳中学校

ＳＫ－ＯＮＺＥ アローレ八王子 ボンフィンＦＣ豊島 JOGAR FC VIDAB

ＦＣ渋谷

Ｃｏｎｓｏｒｔｅ トレーロス 調布ＦＣ

ＦＣ　ＧＯＮＡ ジェファＢ 東海大学菅生中等部

tfa A

STFC

クリアージュA

プラウド すみだＳＣＡ Ｆｏｒｚａ｀０２Ｂ

ＤＩＶＩＳＩＯＮ　2【U-15 Ｔ2】

ジェファＡ

トッカーノ

町田ゼルビア

ＦＣ杉野

府ロクＡ

トリプレッタ

GIUSTI　A ＦＣ ＶＩＤＡＡ ＦＲＩＥＮＤＬＹ

FC　GABE Ｂｒａｎｃｏ八王子 東京ＳＣ

ＦＣ府中 多摩大学目黒中学校 東京久留米ＦＣＡ

AZ`86東京青梅 インテリオール 東京杉並ソシオＡ

GIUSTI　B 町田ＪＦＣ　Ｂ

BOBBIT　TOKYO エスフォルソA 町田ＪＦＣ

ＤＩＶＩＳＩＯＮ　4【U-15 Ｔ4】

ＤＩＶＩＳＩＯＮ　3【U-15 Ｔ3】

インテルアカデミー バディＳＣ 青梅ＦＣ

九曜ＦＣ サルヴァトーレ 三鷹ＦＡ

ＩＰＤ あきる野ＦＣ 本郷中学校 攻玉社中学校 NOSSO

ＧＡＦＣ オーパスワン ＧＲＯＷ ベルテール

高円宮杯　JFA　U-15　サッカーリーグ　2022　(東京都)　【U-15 Tリーグ】
ＤＩＶＩＳＩＯＮ　1【U-15 Ｔ1】

プラミーゴ 東京杉並ソシオＣ

レガウ すみだＳＣ　Ｂ

ＯＬＥ国立　Ｂ ノールチシティ

EURO バルサアカデミー

アミーゴ ＭＩＰ

LSS MITAKA 朝鮮第一中

Almundo Ｓ－ＪＵＥＧＯ

SHUGAKU ロッソ

AJUNT B Raffie瑞穂B

ＡＳＣＯＬＴＡ MERCATO

ＦＣ江東 ＦＣ　ＳＫＹ


