
節 開催日 キックオフ

3/26（土） ベガルタ - AC長野 13:00 宮城 ユアスタ ユアテックスタジアム仙台

3/26（土） I神戸 - コノミヤ 13:00 兵庫 ノエスタ ノエビアスタジアム神戸

3/27（日） 新潟L - 湯郷ベル 11:30 新潟 デンカS デンカビッグスワンスタジアム

3/27（日） ジェフL - 伊賀FC 12:00 千葉 オリプリ ゼットエーオリプリスタジアム 

3/27（日） 日テレ - 浦和 13:00 東京 味フィ西 味の素フィールド西が丘

4/2（土） ジェフL - 日テレ 13:00 千葉 フクアリ フクダ電子アリーナ

4/2（土） AC長野 - コノミヤ 13:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

4/3（日） 浦和 - 新潟L 13:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

4/3（日） 伊賀FC - I神戸 13:00 三重 上野 上野運動公園競技場

4/3（日） 湯郷ベル - ベガルタ 13:00 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

4/9（土） ベガルタ - ジェフL 13:00 宮城 角田市陸 角田市陸上競技場

4/9（土） 日テレ - 湯郷ベル 13:00 東京 多摩陸上 多摩市立陸上競技場

4/9（土） AC長野 - 浦和 13:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

4/9（土） I神戸 - 新潟L 13:00 兵庫 ノエスタ ノエビアスタジアム神戸

4/10（日） コノミヤ - 伊賀FC 13:00 大阪 高槻萩谷 高槻市萩谷総合公園サッカー場

4/16（土） I神戸 - 日テレ 12:00 秋田 A-スタ 秋田市八橋運動公園球技場　あきぎんスタジアム

4/16（土） ジェフL - AC長野 13:00 千葉 東金ア 東金アリーナ陸上競技場

4/17（日） 浦和 - コノミヤ 13:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

4/17（日） 新潟L - ベガルタ 13:00 新潟 新発田陸 新発田市五十公野公園陸上競技場

4/17（日） 伊賀FC - 湯郷ベル 13:00 三重 上野 上野運動公園競技場

4/23（土） ベガルタ - I神戸 13:00 宮城 ユアスタ ユアテックスタジアム仙台

4/24（日） 日テレ - 伊賀FC 13:00 東京 多摩陸上 多摩市立陸上競技場

4/24（日） AC長野 - 新潟L 13:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

4/24（日） コノミヤ - ジェフL 13:00 大阪 高槻総合 高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場

4/24（日） 湯郷ベル - 浦和 13:00 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

4/29（金・祝） ジェフL - 新潟L 13:30 千葉 フロンテ フロンティアサッカーフィールド

4/29（金・祝） コノミヤ - 日テレ 13:00 大阪 高槻萩谷 高槻市萩谷総合公園サッカー場

4/30（土） 浦和 - I神戸 13:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

4/30（土） AC長野 - 湯郷ベル 13:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

4/30（土） 伊賀FC - ベガルタ 13:00 三重 上野 上野運動公園競技場

5/3（火・祝） ベガルタ - 浦和 13:00 宮城 ユアスタ ユアテックスタジアム仙台

5/3（火・祝） 新潟L - 日テレ 13:00 新潟 新潟市陸 新潟市陸上競技場

5/3（火・祝） 伊賀FC - AC長野 13:00 三重 上野 上野運動公園競技場

5/3（火・祝） I神戸 - ジェフL 13:00 兵庫 ノエスタ ノエビアスタジアム神戸

5/3（火・祝） 湯郷ベル - コノミヤ 13:00 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

5/7（土） 浦和 - 伊賀FC 13:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

5/8（日） 日テレ - ベガルタ 13:00 東京 江戸川 江戸川区陸上競技場

5/8（日） ジェフL - 湯郷ベル 14:30 千葉 フロンテ フロンティアサッカーフィールド

5/8（日） AC長野 - I神戸 16:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

未定 コノミヤ - 新潟L 未定 未定 未定

5/15（日） AC長野 - 日テレ 11:30 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

5/15（日） 伊賀FC - 新潟L 12:00 三重 上野 上野運動公園競技場

5/15（日） 湯郷ベル - I神戸 13:00 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

5/15（日） 浦和 - ジェフL 17:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

未定 コノミヤ - ベガルタ 未定 未定 未定
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5/21（土） ベガルタ - 湯郷ベル 13:00 福島 あいづ 会津総合運動公園あいづ陸上競技場

5/22（日） 日テレ - ジェフL 14:00 茨城 ひたちな ひたちなか市総合運動公園陸上競技場

5/22（日） 新潟L - 浦和 13:00 新潟 新発田陸 新発田市五十公野公園陸上競技場

5/22（日） I神戸 - 伊賀FC 13:00 兵庫 ノエスタ ノエビアスタジアム神戸

未定 コノミヤ - AC長野 未定 未定 未定

5/28（土） 浦和 - AC長野 13:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

5/28（土） ジェフL - ベガルタ 13:00 千葉 オリプリ ゼットエーオリプリスタジアム 

5/28（土） 伊賀FC - コノミヤ 13:00 滋賀 甲賀 甲賀市陸上競技場

5/28（土） 新潟L - I神戸 15:00 新潟 新潟市陸 新潟市陸上競技場

5/29（日） 湯郷ベル - 日テレ 13:00 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

9/10（土） 湯郷ベル - 伊賀FC 16:00 岡山 津山 岡山県津山陸上競技場

9/10（土） AC長野 - ジェフL 17:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

9/11（日） ベガルタ - 新潟L 13:00 宮城 石巻フ 石巻市総合運動公園石巻フットボール場

9/11（日） コノミヤ - 浦和 15:00 大阪 高槻萩谷 高槻市萩谷総合公園サッカー場

9/11（日） 日テレ - I神戸 16:00 東京 味フィ西 味の素フィールド西が丘

9/17（土） ジェフL - コノミヤ 17:00 千葉 フロンテ フロンティアサッカーフィールド

9/18（日） 新潟L - AC長野 15:30 新潟 新発田陸 新発田市五十公野公園陸上競技場

9/18（日） I神戸 - ベガルタ 17:00 兵庫 神戸ユ 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

未定 浦和 - 湯郷ベル 13:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

未定 伊賀FC - 日テレ 未定 未定 未定

9/24（土） ベガルタ - 伊賀FC 13:00 宮城 仙台市陸 仙台市陸上競技場

9/24（土） 日テレ - コノミヤ 13:00 神奈川 大和 大和市営大和スポーツセンター競技場

9/24（土） 湯郷ベル - AC長野 13:00 岡山 Cスタ シティライトスタジアム

9/25（日） 新潟L - ジェフL 未定 新潟 デンカS デンカビッグスワンスタジアム

未定 I神戸 - 浦和 未定 未定 未定

10/1（土） ジェフL - I神戸 13:00 千葉 フクアリ フクダ電子アリーナ

10/2（日） 日テレ - 新潟L 13:00 東京 味スタ西 味の素スタジアム西競技場

10/2（日） AC長野 - 伊賀FC 13:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

未定 浦和 - ベガルタ 未定 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

未定 コノミヤ - 湯郷ベル 未定 未定 未定

10/8（土） ベガルタ - 日テレ 13:00 宮城 ユアスタ ユアテックスタジアム仙台

10/8（土） I神戸 - AC長野 13:00 兵庫 ノエスタ ノエビアスタジアム神戸

10/9（日） 伊賀FC - 浦和 13:00 三重 上野 上野運動公園競技場

10/10（月・祝） 新潟L - コノミヤ 13:00 新潟 デンカS デンカビッグスワンスタジアム

未定 湯郷ベル - ジェフL 未定 未定 未定

10/15（土） 日テレ - AC長野 13:00 東京 多摩陸上 多摩市立陸上競技場

10/15（土） ジェフL - 浦和 14:00 千葉 フクアリ フクダ電子アリーナ

10/16（日） ベガルタ - コノミヤ 13:00 宮城 ユアスタ ユアテックスタジアム仙台

10/16（日） 新潟L - 伊賀FC 13:00 新潟 デンカS デンカビッグスワンスタジアム

10/16（日） I神戸 - 湯郷ベル 13:00 兵庫 ノエスタ ノエビアスタジアム神戸

10/23(日） 浦和 - 日テレ 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

10/23(日） AC長野 - ベガルタ 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

10/23(日） 伊賀FC - ジェフL 三重 上野 上野運動公園競技場

10/23(日） 湯郷ベル - 新潟L 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

10/23(日） コノミヤ - I神戸 未定 未定
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