
節 開催日 キックオフ

5/21（日） 浦和 - ＭＥＧ 12:00 埼玉 レッズランド

未定 エフミヤ - 大和Ｓ 未定 未定

未定 ちふれ - セリアス 未定 未定

未定 JEFL15 - Ｓ世田谷 未定 未定

未定 ベガルタ - エフミヤ 未定 宮城 ベガルタ仙台泉パークタウン　クラブハウス

未定 セリアス - JEFL15 未定 未定

未定 ＭＥＧ - ちふれ 未定 未定

未定 大和Ｓ - 浦和 未定 未定

5/28（土） JEFL15 - ＭＥＧ 15:30 千葉 ゼットエーオリプリスタジアム

未定 浦和 - ベガルタ 未定 未定

未定 ちふれ - 大和Ｓ 未定 未定

未定 Ｓ世田谷 - セリアス 未定 未定

7/2（土） ＭＥＧ - Ｓ世田谷 10:20 神奈川 横浜ＦＣ東戸塚フットボールパーク

未定 ベガルタ - ちふれ 未定 宮城 ベガルタ仙台泉パークタウン　クラブハウス

未定 エフミヤ - 浦和 未定 未定

未定 大和Ｓ - JEFL15 未定 未定

9/4(日) ベガルタ - JEFL15 未定 宮城 ベガルタ仙台泉パークタウン　クラブハウス

未定 ちふれ - エフミヤ 未定 未定

未定 セリアス - ＭＥＧ 未定 未定

未定 Ｓ世田谷 - 大和Ｓ 未定 未定

9/3（土） エフミヤ - JEFL15 未定 宮城 色麻町愛宕山公園サッカー場

未定 ベガルタ - Ｓ世田谷 未定 宮城 ベガルタ仙台泉パークタウン　クラブハウス

未定 浦和 - ちふれ 未定 未定

未定 大和Ｓ - セリアス 未定 未定

未定 JEFL15 - 浦和 未定 未定

未定 Ｓ世田谷 - エフミヤ 未定 未定

未定 セリアス - ベガルタ 未定 未定

未定 ＭＥＧ - 大和Ｓ 未定 未定

未定 ベガルタ - ＭＥＧ 未定 宮城 ベガルタ仙台泉パークタウン　クラブハウス

未定 エフミヤ - セリアス 未定 未定

未定 浦和 - Ｓ世田谷 未定 未定

未定 ちふれ - JEFL15 未定 未定

未定 Ｓ世田谷 - ちふれ 未定 未定

未定 セリアス - 浦和 未定 未定

未定 ＭＥＧ - エフミヤ 未定 未定

未定 大和Ｓ - ベガルタ 未定 未定
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節 開催日 キックオフ

7/3（日） アヴェ - 伊賀ＦＣ 未定 神奈川 ノジマフットボールパーク

8/19（金） ＪＳＣＬ - ジュビロ 19:00 新潟 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジグラウンド

9/17（土） ＡＣ長野 - ａｃ福島 13:00 長野 佐久総合運動公園陸上競技場

9/19（月・祝） 新潟L15 - 名古屋 9:30 新潟 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ（人工芝）

5/22（日） 名古屋 - ＪＳＣＬ 14:00 愛知 名古屋学院大学瀬戸キャンパスグラウンド

5/29（日） ジュビロ - ＡＣ長野 14:30 静岡 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場

8/6（土） 伊賀ＦＣ - 新潟L15 13:00 三重 上野運動公園競技場

8/21（日） Ｆ日体大 - アヴェ 15:00 神奈川 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

5/15（日） 新潟L15 - Ｆ日体大 9:30 新潟 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ（人工芝）

5/28（土） ＡＣ長野 - 名古屋 13:00 長野 千曲川リバーフロントスポーツガーデン

8/21(日) ａｃ福島 - ジュビロ 10:00 静岡 帝人アカデミー富士グラウンド

8/28（日） ＪＳＣＬ - 伊賀ＦＣ 11:00 新潟 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジグラウンド

6/26(日） 名古屋 - ａｃ福島 13:30 愛知 名古屋学院大学瀬戸キャンパスグラウンド

7/24(日） 伊賀ＦＣ - ＡＣ長野 11:30 三重 上野運動公園競技場

8/1（月） Ｆ日体大 - ＪＳＣＬ 14:20 神奈川 日本体育大学健志台キャンパスサッカー場

9/11（日） アヴェ - 新潟L15 未定 神奈川 ノジマフットボールパーク

7/9(土） ＡＣ長野 - Ｆ日体大 12:00 長野 南長野運動公園総合球技場

7/17（日） ジュビロ - 名古屋 10:00 静岡 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場

8/27（土） ＪＳＣＬ - アヴェ 15:00 新潟 ＪＡＰＡＮサッカーカレッジグラウンド

9/22（木・祝） ａｃ福島 - 伊賀ＦＣ 14:30 静岡 帝人アカデミー富士グラウンド

4/17（日） 新潟L15 - ＪＳＣＬ 10:15 新潟 新発田市五十公野公園陸上競技場

7/2（土） アヴェ - ＡＣ長野 未定 神奈川 ノジマフットボールパーク

未定 Ｆ日体大 - ａｃ福島 14:20 神奈川 日本体育大学健志台キャンパスサッカー場

未定 伊賀ＦＣ - ジュビロ 未定 未定

5/8（日） ＡＣ長野 - 新潟L15 12:00 長野 南長野運動公園総合球技場

6/4（土） ａｃ福島 - アヴェ 14:30 静岡 御殿場高原時之栖Ａグラウンド

6/26(日） ジュビロ - Ｆ日体大 11:00 静岡 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場

未定 名古屋 - 伊賀ＦＣ 未定 未定

4/10（日） アヴェ - ジュビロ 13:15 神奈川 ノジマフットボールパーク

7/18（月・祝） 新潟L15 - ａｃ福島 9:30 新潟 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ（人工芝）

8/7(日） Ｆ日体大 - 名古屋 14:20 神奈川 日本体育大学健志台キャンパスサッカー場

未定 ＪＳＣＬ - ＡＣ長野 未定 未定

7/9（土） 名古屋 - アヴェ 13:00 愛知 パロマ瑞穂北陸上競技場

7/10（日） ａｃ福島 - ＪＳＣＬ 10:00 静岡 帝人アカデミー富士グラウンド

7/10（日） ジュビロ - 新潟L15 10:00 静岡 ヤマハスタジアム

7/31(日） 伊賀ＦＣ - Ｆ日体大 11:00 三重 三重交通G　スポーツの杜　鈴鹿
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節 開催日 キックオフ

6/12（日） アンNOVE - バニーズ 10:15 福岡 レベルファイブスタジアム

6/19（日） Ｃ大阪堺 - 愛媛ＬＭ 11:00 大阪 南津守さくら公園スポーツ広場

8/4（木） Ａハリマ - 湯郷ベル 未定 兵庫 赤穂海浜スポーツセンター

8/17（水） コノミヤ - アンジュ 9:30 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

未定 Ｉ神戸Ｕ - シャルム 未定 未定

6/26（日） コノミヤ - Ｉ神戸Ｕ 未定 大阪 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場

8/14（日） アンジュ - バニーズ 11:00 広島 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場

8/17（水） Ｃ大阪堺 - アンNOVE 10:50 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

8/18（木） シャルム - Ａハリマ 10:50 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

8/19（金） 湯郷ベル - 愛媛ＬＭ 13:30 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

4/17（日） バニーズ - Ｃ大阪堺 10:00 京都 京都市西京極総合運動公園補助競技場

5/22（日） アンNOVE - 湯郷ベル 10:15 福岡 レベルファイブスタジアム

6/12（日） 愛媛ＬＭ - シャルム 12:00 愛媛 愛媛県総合運動公園球技場

6/19（日） Ａハリマ - コノミヤ 10:00 兵庫 ウインク陸上競技場

8/16（火） Ｉ神戸Ｕ - アンジュ 14：50 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

4/3（日） 湯郷ベル - バニーズ 10:10 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場

4/24（日） Ｉ神戸Ｕ - Ａハリマ 17：30 兵庫 神戸レディースフットボールセンター

8/16（火） シャルム - アンNOVE 10:00 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

8/17（水） アンジュ - Ｃ大阪堺 14:50 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

9/25（日） 愛媛ＬＭ - コノミヤ 12:00 愛媛 愛媛県総合運動公園球技場

6/5（日） バニーズ - シャルム 11:00 京都 京都府立山城総合運動公園陸上競技場（太陽が丘）

7/10（日） 愛媛ＬＭ - Ｉ神戸Ｕ 11:00 愛媛 愛媛県総合運動公園球技場

8/7（日） Ａハリマ - アンジュ 13:30 兵庫 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場

8/16（火） Ｃ大阪堺 - 湯郷ベル 16:10 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

未定 アンNOVE - コノミヤ 未定 未定

4/29（金・祝） アンジュ - 湯郷ベル 15:30 広島 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

5/15（日） コノミヤ - バニーズ 11:00 京都 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場

6/26（日） Ａハリマ - 愛媛ＬＭ 10:00 兵庫 ウインク陸上競技場

8/16（火） シャルム - Ｃ大阪堺 19:00 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

8/18（木） Ｉ神戸Ｕ - アンNOVE 9:30 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

4/10（日） アンNOVE - Ａハリマ 10:15 福岡 レベルファイブスタジアム

6/19（日） バニーズ - Ｉ神戸Ｕ 11:00 京都 京都府立山城総合運動公園陸上競技場（太陽が丘）

7/2（土） Ｃ大阪堺 - コノミヤ 13:00 大阪 南津守さくら公園スポーツ広場

8/5（金） 愛媛ＬＭ - アンジュ 11:00 愛媛 北条スポーツセンター球技場

9/10（土） 湯郷ベル - シャルム 13:10 岡山 岡山県津山陸上競技場

5/7（土） アンジュ - シャルム 15:30 広島 広島広域公園第一球技場

7/10（日） Ａハリマ - バニーズ 13:30 兵庫 ウインク陸上競技場

8/15（月） 愛媛ＬＭ - アンNOVE 14:00 愛媛 北条スポーツセンター球技場

8/16（火） コノミヤ - 湯郷ベル 12:10 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

未定 Ｉ神戸Ｕ - Ｃ大阪堺 未定 未定

5/15（日） 湯郷ベル - Ｉ神戸Ｕ 10:10 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場

5/22（日） バニーズ - 愛媛ＬＭ 11:00 京都 京都府立山城総合運動公園陸上競技場（太陽が丘）

6/11（土） Ｃ大阪堺 - Ａハリマ 11:00 大阪 J-GREEN堺S1メインフィールド

8/17(水) シャルム - コノミヤ 13:30 岡山 岡山県美作ラグビー・サッカー場　第２人工芝

8/24（水） アンNOVE - アンジュ 13:00 福岡 福岡県営春日公園球技場
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