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インターネット LIVE配信予定試合一覧 

節 開催日 対戦カード K/O 会場 
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9/8（土） Ｃ大阪堺 - Ｆ日体大 15:00 大阪 金鳥スタ キンチョウスタジアム 

9/8（土） ＡＣ長野 - マイナビ 17:00 長野 長野Ｕ 長野 Uスタジアム 

9/9（日） 新潟Ｌ - 日テレ 16:30 新潟 新発田陸 新発田市五十公野公園陸上競技場 

9/9（日） ジェフＬ - 浦和 17:00 千葉 フクアリ フクダ電子アリーナ 

9/9（日） ノジマ - Ｉ神戸 17:00 神奈川 ギオンス 相模原ギオンスタジアム 
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9/16（日） 浦和 - マイナビ 14:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム 

9/16（日） 日テレ - ノジマ 16:00 茨城 ひたちな ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 

9/16（日） Ｉ神戸 - 新潟Ｌ 17:00 兵庫 神戸ユ 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 
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9/22（土） 日テレ - 浦和 18:00 東京 味フィ西 味の素フィールド西が丘 

9/24（月・祝） マイナビ - Ｉ神戸 13:00 青森 ダイスタ ダイハツスタジアム 

9/24（月・祝） ＡＣ長野 - Ｆ日体大 15:00 長野 長野Ｕ 長野 Uスタジアム 
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9/29（土） Ｆ日体大 - 新潟Ｌ 13:00 神奈川 大和 大和なでしこスタジアム 

9/29（土） Ｉ神戸 - 浦和 13:00 熊本 水前寺 水前寺競技場 

9/30（日） 日テレ - ジェフＬ 13:00 神奈川 大和 大和なでしこスタジアム 

9/30（日） ＡＣ長野 - ノジマ 15:00 長野 長野Ｕ 長野 Uスタジアム 
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10/6（土） ノジマ - Ｃ大阪堺 13:00 神奈川 ギオンス 相模原ギオンスタジアム 

10/6（土） ＡＣ長野 - 浦和 13:00 長野 長野Ｕ 長野 Uスタジアム 

10/8（月･祝） ジェフＬ - Ｉ神戸 13:00 千葉 フクアリ フクダ電子アリーナ 

15 

10/13（土） マイナビ - 日テレ 13:00 宮城 ユアスタ ユアテックスタジアム仙台 

10/13（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 

10/13（土） ノジマ - Ｆ日体大 13:00 神奈川 ギオンス 相模原ギオンスタジアム 

10/13（土） 浦和 - 新潟Ｌ 14:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム 
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10/20（土） Ｃ大阪堺 - 浦和 13:00 奈良 ならでん ならでんフィールド 

10/20（土） 日テレ - Ｉ神戸 14:00 東京 味フィ西 味の素フィールド西が丘 

10/21（日） ＡＣ長野 - ジェフＬ 13:00 長野 長野Ｕ 長野 Uスタジアム 
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10/27（土） 日テレ - ＡＣ長野 14:00 東京 味スタ西 味の素スタジアム西競技場 

10/27（土） 新潟Ｌ - ジェフＬ 14:00 新潟 デンカ S デンカビッグスワンスタジアム 

10/28（日） マイナビ - ノジマ 13:00 宮城 ユアスタ ユアテックスタジアム仙台 

10/28（日） Ｉ神戸 - Ｃ大阪堺 13:00 兵庫 ノエスタ ノエビアスタジアム神戸 

10/28（日） 浦和 - Ｆ日体大 14:00 埼玉 浦和駒場 浦和駒場スタジアム 
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11/3（土･祝） ジェフＬ - マイナビ 13:00 東京 味フィ西 味の素フィールド西が丘 

11/3（土･祝） Ｆ日体大 - Ｉ神戸 13:00 神奈川 ニッパツ ニッパツ三ツ沢球技場 

11/3（土･祝） ノジマ - 浦和 13:00 神奈川 ギオンス 相模原ギオンスタジアム 

11/3（土･祝） ＡＣ長野 - 新潟Ｌ 13:00 長野 長野Ｕ 長野 Uスタジアム 

11/3（土･祝） Ｃ大阪堺 - 日テレ 13:00 大阪 ヤンマー ヤンマースタジアム長居  

 


