
日程 試合種類 場所 対戦相手 結果 順位 得点 アシスト
2016/3/20 練習試合 船坂グランド ＦＣ７４ ○２-１ ― 稲盛／大西 林／鈴木
2016/4/10 市民大会 １回戦 西宮浜グランド モネール有馬 ●０-０ ＰＫ（１-３） １回戦敗退 ― ―
2016/4/24 １部リーグ 第１節 船坂グランド アルペジオ ●１-２ ５位 林 岩岸
2016/5/1 兵庫県社会人Ｔ １回戦 しあわせの村 神戸高専 ●０-７ １回戦敗退 ― ―
2016/5/15 １部リーグ 第２節 船坂グランド Football　Family ●１-３ ６位 入江 吉井（将）
2016/5/29 練習試合 船坂グランド FC RETO ●１-４ ― 吉井（大） ―
2016/6/5 １部リーグ 第３節 西宮浜グランド ディオスクラシコ ●０-６ ６位 ― ―
2016/6/12 １部リーグ 第４節 西宮浜グランド 甲園FC ●１-４ ６位 稲盛
2016/6/19 練習試合 船坂グランド 西宮混合チーム ●１-２ ― 山下（誠） 横田
2016/7/3 理事長杯　予選 市民グランド アルペジオ ●１-４ ― 林 ―
2016/7/17 １部リーグ 第５節 市民グランド 西宮市役所 ●２-６ ６位 山本／林 林
2016/7/24 理事長杯　予選 西宮浜グランド FC西宮ユナイテッド △０-０ 予選通過 ― ―
2016/8/7 練習試合 船坂グランド FC西宮グランデ ●１-２ ― 横田 岡本
2016/8/28 練習試合 船坂グランド FC７４ ○３-２ ― 川上/繁光×２ 川上×２
2016/9/4 １部リーグ 第６節 船坂グランド ディオスクラシコ ●０-１ ６位 ― ―
2016/9/18 １部リーグ 第７節 船坂グランド 甲園FC ●０-４ ６位 ― ―
2016/9/25 練習試合 船坂グランド FC西宮グランデ ●０-２ ― ― ―
2016/10/9 １部リーグ 第８節 船坂グランド 西宮市役所 ●０-４ ６位 ― ―
2016/10/16 丹有救済選手権 篠山スポーツセンター FC COSUMOS ○２-０ ― 川上/山下(誠) 前田/川上
2016/10/23 練習試合 寝屋川グランド 大阪電通大 ●１-４ ― 横田 寒川
2016/10/30 １部リーグ 第９節 船坂グランド Football　Family ○１-０ ５位 林 ―
2016/11/6 理事長杯 決勝T 西宮浜グランド 西宮リンセイFC ●０-４ ベスト８ ― ―
2016/11/13 都市リーク決勝大会 播磨光都 FC　KITASUMA ●１-８ １回戦敗退 淺海 寺村
2016/11/23 練習試合 市民グランド FC西宮／アルペジオ ― ― 林/山下（誠） ―
2016/11/27 丹有救済選手権 篠山スポーツセンター SG.AZALEA三田 ●０-６ ― ― ―
2016/12/4 練習試合 船坂グランド FC西宮グランデ ●０-５ ― ― ―
2016/12/18 丹有救済選手権 船坂グランド 日本スピンドル ●０-２ ― ― ―
2016/1/8 練習試合 船坂グランド アフロディーテ／RETO ○２-１/●１-２ ― 林×２/岩岸 鈴木
2016/1/29 ハンデマッチ 船坂グランド 西宮リンセイFC ●１-２（０-１ハンデ） １回戦敗退 林 岩岸
2016/2/5 １部リーグ 最終節 西宮浜グランド アルペジオ △２-２ ５位 舛田/高橋 高橋
2016/2/19 練習試合 船坂グランド BENI ●２-４ ― 宮崎/宮崎 横田
2016/2/26 練習試合 船坂グランド モネール有馬/アフロ △０-０/●０-２ ― ― ―
2016/3/12 練習試合 寝屋川グランド 大阪電通大 ○４-３ ― A・山本・林・都丸 横田・A
2016/3/19 練習試合 船坂グランド ディオスクラシコ ○０-０　PK３—１ ― ― ―
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2016/3/26 練習試合 船坂グランド FC74 ○７-１ ― 横田・都丸・宮崎×２・A・大西×２ 宮崎・林×３・A

スコア ７勝２分２２敗　


