
Aグループ

節 開催日 キックオフ

6/4（土） 日テレ - コノミヤ 13:00 東京 多摩陸上 多摩市立陸上競技場

6/4（土） 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

6/12（日） 伊賀FC - ジェフL 13:00 滋賀 甲賀 甲賀市陸上競技場

未定 コノミヤ - I神戸 未定 未定 未定

6/19（日） ジェフL - I神戸 13:00 千葉 フクアリ フクダ電子アリーナ

6/19（日） 伊賀FC - 日テレ 13:00 三重 上野 上野運動公園競技場

6/25（土） 日テレ - ジェフL 16:00 東京 味フィ西 味の素フィールド西が丘

6/26（日） コノミヤ - 伊賀FC 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

7/2（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

7/3（日） I神戸 - 日テレ 17:00 兵庫 神戸ユ 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

7/9（土） 伊賀FC - I神戸 16:00 三重 三交鈴鹿 三重交通G　スポーツの杜　鈴鹿

7/10（日） コノミヤ - 日テレ 16:00 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

7/18（月・祝） ジェフL - 伊賀FC 17:00 千葉 フロンテ フロンティアサッカーフィールド

未定 I神戸 - コノミヤ 未定 未定 未定

7/24（日） 日テレ - 伊賀FC 16:00 神奈川 BMWス Shonan BMW スタジアム平塚

7/24（日） I神戸 - ジェフL 17:00 兵庫 ノエスタ ノエビアスタジアム神戸

7/30(土） ジェフL - 日テレ 18:00 千葉 フクアリ フクダ電子アリーナ

7/31（日） 伊賀FC - コノミヤ 16:00 三重 三交鈴鹿 三重交通G　スポーツの杜　鈴鹿

8/6（土） 日テレ - I神戸 16:00 東京 夢の島 江東区夢の島陸上競技場

未定 コノミヤ - ジェフL 未定 未定 未定

Bグループ

節 開催日 キックオフ

6/4（土） ベガルタ - AC長野 13:00 宮城 ひとめＳ ひとめぼれスタジアム宮城

6/4（土） 新潟L - 湯郷ベル 13:00 新潟 十日町 十日町市当間多目的グラウンド クロアチアピッチ

6/11（土） 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

6/12（日） 浦和 - 湯郷ベル 13:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

6/19（日） 浦和 - 新潟L 13:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

6/19（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

6/25（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

6/26（日） 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

7/3（日） 新潟L - ベガルタ 17:00 新潟 新潟市陸 新潟市陸上競技場

7/3（日） AC長野 - 浦和 17:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

7/9（土） AC長野 - ベガルタ 16:00 長野 南長野 南長野運動公園総合球技場

7/10（日） 湯郷ベル - 新潟L 15:30 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

7/16（土） 湯郷ベル - 浦和 15:00 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

7/18（月・祝） 新潟L - AC長野 17:00 新潟 新発田陸 新発田市五十公野公園
陸上競技場

7/24（日） ベガルタ - 湯郷ベル 15:00 宮城 仙台市陸 仙台市陸上競技場

7/24（日） 新潟L - 浦和 17:00 新潟 新発田陸 新発田市五十公野公園
陸上競技場

7/30（土） 湯郷ベル - AC長野 15:00 岡山 美作 岡山県美作ラグビー・サッカー場

7/31（日） 浦和 - ベガルタ 17:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム

8/7（日） ベガルタ - 新潟L 17:00 宮城 ひとめＳ ひとめぼれスタジアム宮城

8/7（日） 浦和 - AC長野 17:00 埼玉 鴻巣 鴻巣市立陸上競技場
10

8

9

7

6

5

4

3

2

1

10

対戦カード 会場

8

9

7

6

5

4

3

2

1

2016プレナスなでしこリーグカップ１部　

対戦カード 会場


