
マッチＮｏ 節数 ホームチーム アウェイチーム 試合会場 試合日 試合開始時間 審判 インスぺ 記録
1 東海大学U-22B 拓殖大学U-22B 東海大学 20140503 1330 尚美学園大学 中央大学 東海大学
2 中央大学U-22A 尚美学園大学U-22C 中央大学 20140503 1200 東海大学 拓殖大学 中央大学
3 東京学芸大学U-22 専修大学U-21 東京学芸大学 20140504 1600 青山学院大学 日本体育大学 東京学芸大学
4 日本体育大学U-22A 青山学院大学U-22C 日本体育大学 20140504 1600 専修大学 東京学芸大学 日本体育大学
5 亜細亜大学U-22 駿河台大学U-22 亜細亜大学 20140510 1100 東京学芸大学 尚美学園大学 亜細亜大学
6 日本体育大学U-22A 城西国際大学U-22A 日本体育大学 20140510 1600 尚美学園大学 駿河台大学 日本体育大学
7 東京学芸大学U-22 桐蔭横浜大学U-22 東京学芸大学 20140511 1600 東海大学 青山学院大学 東京学芸大学
8 東海大学U-22B 青山学院大学U-22C 東海大学 20140511 1330 東京学芸大学 桐蔭横浜大学 東海大学
9 亜細亜大学U-22 拓殖大学U-22B 亜細亜大学 20140517 1100 中央大学 城西国際大学 亜細亜大学

10 中央大学U-22A 城西国際大学U-22A 中央大学 20140517 1200 拓殖大学 亜細亜大学 中央大学
11 青山学院大学U-22C 拓殖大学U-22B 青山学院大学 20140524 1200 日本体育大学 東京学芸大学 青山学院大学
12 東京学芸大学U-22 亜細亜大学U-22 東京学芸大学 20140524 1600 駿河台大学 拓殖大学 東京学芸大学
13 日本体育大学U-22A 駿河台大学U-22 日本体育大学 20140524 1600 青山学院大学 亜細亜大学 日本体育大学
14 城西国際大学U-22A 駿河台大学U-22 城西国際大学 20140614 1400 青山学院大学 尚美学園大学 城西国際大学
15 専修大学U-21 桐蔭横浜大学U-22 日本体育大学 20140614 1600 日本体育大学 中央大学 専修大学
16 日本体育大学U-22A 中央大学U-22A 日本体育大学 20140614 1800 桐蔭横浜大学 専修大学 日本体育大学
17 亜細亜大学U-22 城西国際大学U-22A 亜細亜大学 20140621 1100 拓殖大学 駿河台大学 亜細亜大学
18 拓殖大学U-22B 駿河台大学U-22 亜細亜大学 20140621 1310 亜細亜大学 城西国際大学 駿河台大学
19 青山学院大学U-22C 尚美学園大学U-22C 青山学院大学 20140621 1200 城西国際大学 駿河台大学 青山学院大学
20 東海大学U-22B 専修大学U-21 日本体育大学 20140621 1600 桐蔭横浜大学 日本体育大学 専修大学
21 日本体育大学U-22A 桐蔭横浜大学U-22 日本体育大学 20140621 1800 東海大学 専修大学 日本体育大学
22 専修大学U-21 拓殖大学U-22B 中央大学 20140628 1200 東京学芸大学 中央大学 拓殖大学
23 中央大学U-22A 東京学芸大学U-22 中央大学 20140628 1400 専修大学 拓殖大学 中央大学
24 尚美学園大学U-22C 駿河台大学U-22 尚美学園大学 20140628 1200 城西国際大学 日本体育大学 尚美学園大学
25 青山学院大学U-22C 桐蔭横浜大学U-22 日本体育大学 20140628 1600 日本体育大学 東海大学 桐蔭横浜大学
26 日本体育大学U-22A 東海大学U-22B 日本体育大学 20140628 1800 桐蔭横浜大学 青山学院大学 日本体育大学
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1 流通経済大学U-22B中央学院大学U-19 流通経済大学 20140429 1300 筑波大学 東京国際大学 流通経済大学
2 中央大学U-22B 日本大学U-21 中央大学 20140429 1600 中央学院大学 慶應義塾大学 中央大学
3 朝鮮大学校U-22 中央学院大学U-19 朝鮮大学校 20140503 1200 中央大学 日本大学 中央学院大学
4 慶應義塾大学U-22B神奈川大学U-22B 慶應義塾大学 20140504 1500 尚美学園大学 明海大学 慶應義塾大学
5 日本大学U-21 産業能率大学U-22 産業能率大学 20140504 1500 流通経済大学 中央大学 産業能率大学
6 中央大学U-22B 尚美学園大学U-22B中央大学 20140504 1200 産業能率大学 朝鮮大学校 尚美学園大学
7 産業能率大学U-22 明海大学U-19 産業能率大学 20140510 1100 日本大学 尚美学園大学 産業能率大学
8 朝鮮大学校U-22 日本大学U-21 朝鮮大学校 20140510 1600 東京国際大学 神奈川大学 日本大学
9 中央大学U-22B 筑波大学U-22A 中央大学 20140511 1200 朝鮮大学校 慶應義塾大学 中央大学

10 慶應義塾大学U-22B日本大学U-21 慶應義塾大学 20140517 1300 神奈川大学 明海大学 慶應義塾大学
11 神奈川大学U-22B 明海大学U-19 慶應義塾大学 20140517 1500 日本大学 慶應義塾大学 明海大学
12 東京国際大学U-19 産業能率大学U-22 産業能率大学 20140524 1100 尚美学園大学 筑波大学 産業能率大学
13 尚美学園大学U-22B筑波大学U-22A 産業能率大学 20140524 1300 産業能率大学 東京国際大学 筑波大学
14 中央大学U-22B 慶應義塾大学U-22B中央大学 20140525 1200 日本大学 中央学院大学 中央大学
15 日本大学U-21 中央学院大学U-19 中央大学 20140525 1400 中央大学 慶應義塾大学 中央学院大学
16 尚美学園大学U-22B東京国際大学U-19 尚美学園大学 20140614 1200 中央学院大学 明海大学 尚美学園大学
17 明海大学U-19 中央学院大学U-19 尚美学園大学 20140614 1400 東京国際大学 尚美学園大学 明海大学
18 朝鮮大学校U-22 神奈川大学U-22B 朝鮮大学校 20140614 1600 中央大学 筑波大学 神奈川大学
19 産業能率大学U-22 流通経済大学U-22B産業能率大学 20140615 1500 筑波大学 日本大学 産業能率大学
20 筑波大学U-22A 日本大学U-21 産業能率大学 20140615 1700 流通経済大学 産業能率大学 筑波大学
21 明海大学U-19 流通経済大学U-22B明海大学 20140621 1300 東京国際大学 中央学院大学 明海大学
22 東京国際大学U-19 中央学院大学U-19 明海大学 20140621 1530 流通経済大学 明海大学 東京国際大学
23 慶應義塾大学U-22B産業能率大学U-22 慶應義塾大学 20140621 1300 日本大学 神奈川大学 慶應義塾大学
24 神奈川大学U-22B 日本大学U-21 慶應義塾大学 20140621 1500 慶應義塾大学 産業能率大学 神奈川大学
25 朝鮮大学校U-22 中央大学U-22B 朝鮮大学校 20140622 1000 慶應義塾大学 明海大学 朝鮮大学校
26 朝鮮大学校U-22 明海大学U-19 朝鮮大学校 20140628 1600 中央大学 産業能率大学 明海大学
27 流通経済大学U-22B東京国際大学U-19 流通経済大学 20140628 1300 尚美学園大学 中央学院大学 流通経済大学
28 中央大学U-22B 産業能率大学U-22 中央大学 20140629 1200 日本大学 尚美学園大学 中央大学
29 日本大学U-21 尚美学園大学U-22B中央大学 20140629 1400 産業能率大学 中央大学 尚美学園大学
30 慶應義塾大学U-22B筑波大学U-22A 慶應義塾大学 20140629 1300 中央学院大学 神奈川大学 慶應義塾大学
31 神奈川大学U-22B 中央学院大学U-19 慶應義塾大学 20140629 1500 筑波大学 慶應義塾大学 神奈川大学
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マッチＮｏ 節数 ホームチーム アウェイチーム 試合会場 試合日 試合開始時間 審判 インスぺ 記録
1 1 法政大学U-22 埼玉大学U-22 法政大学 20140501 1300 筑波大学 明治大学 法政大学
2 2 立正大学U-22 東京国際大学U-22B 立正大学 20140503 1100 尚美学園大学 城西大学 立正大学
3 2 城西大学U-22 尚美学園大学U-22A 立正大学 20140503 1300 東京国際大学 立正大学 城西大学
4 3 明治大学U-22A 埼玉大学U-22 明治大学 20140504 1000 筑波大学 神奈川大学 明治大学
5 3 筑波大学U-22B 神奈川大学U-22A 明治大学 20140504 1200 埼玉大学 明治大学 神奈川大学
6 4 中央学院大学U-22 埼玉大学U-22 中央学院大学 20140510 1200 東京国際大学 城西大学 中央学院大学
7 4 城西大学U-22 東京国際大学U-22B 東京国際大 20140510 1400 中央学院大学 埼玉大学 城西大学
8 4 東洋大学U-22 法政大学U-22 東洋大学 20140510 1300 神奈川大学 立正大学 東洋大学
9 4 神奈川大学U-22A 立正大学U-22 東洋大学 20140510 1500 法政大学 東洋大学 神奈川大学

10 5 明治大学U-22A 筑波大学U-22B 明治大学 20140511 1400 法政大学 埼玉大学 明治大学
11 6 城西大学U-22 中央学院大学U-22 城西大学 20140517 1200 尚美学園大学 立正大学 城西大学
12 6 立正大学U-22 尚美学園大学U-22A 城西大学 20140517 1400 城西大学 中央学院大学 尚美学園大学
13 6 国士舘大学U-22A 埼玉大学U-22 国士舘大学 20140517 1400 東洋大学 筑波大学 国士舘大学
14 7 東洋大学U-22 筑波大学U-22B 東洋大学 20140524 1500 国士舘大学 埼玉大学 東洋大学
15 7 法政大学U-22 東京国際大学U-22B 法政大学 20140524 1300 中央学院大学 国士舘大学 法政大学
16 7 立正大学U-22 城西大学U-22 立正大学 20140524 1100 尚美学園大学 埼玉大学 立正大学
17 7 埼玉大学U-22 尚美学園大学U-22A 立正大学 20140524 1300 立正大学 城西大学 埼玉大学
18 8 国士舘大学U-22A 中央学院大学U-22 国士舘大学 20140525 1530 法政大学 東京国際大学 国士舘大学
19 9 中央学院大学U-22 尚美学園大学U-22A 中央学院大学 20140614 1200 東京国際大学 神奈川大学 尚美学園大学
20 9 東京国際大学U-22B 神奈川大学U-22A 中央学院大学 20140614 1400 尚美学園大学 中央学院大学 東京国際大学
21 9 立正大学U-22 東洋大学U-22 立正大学 20140614 1100 城西大学 埼玉大学 立正大学
22 9 城西大学U-22 埼玉大学U-22 立正大学 20140614 1300 立正大学 東洋大学 埼玉大学
23 10 国士舘大学U-22A 明治大学U-22A 国士舘大学 20140615 1600 東京国際大学 尚美学園大学 国士舘大学
24 11 中央学院大学U-22 筑波大学U-22B 中央学院大学 20140621 1200 国士舘大学 城西大学 中央学院大学
25 11 国士舘大学U-22A 城西大学U-22 国士舘大学 20140621 1400 中央学院大学 筑波大学 国士舘大学
26 12 尚美学園大学U-22A 東京国際大学U-22B 尚美学園大学 20140621 1300 明治大学 国士舘大学 尚美学園大学
27 13 神奈川大学U-22A 東洋大学U-22 法政大学 20140622 1500 法政大学 国士舘大学 東洋大学
28 14 明治大学U-22A 神奈川大学U-22A 明治大学 20140628 1300 東京国際大学 東洋大学 神奈川大学
29 14 東京国際大学U-22B 東洋大学U-22 明治大学 20140628 1500 明治大学 神奈川大学 東洋大学
30 15 国士舘大学U-22A 法政大学U-22 国士舘大学 20140629 1400 神奈川大学 東洋大学 国士舘大学
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1 青山学院大学 U-22 B 拓殖大学 U-22 C 青山学院大学 20140429 1200 東京国際大学 専修大学 青山学院大学
2 専修大学 U-22 東京国際大学 U-22 C 青山学院大学 20140429 1400 青山学院大学 拓殖大学 専修大学
3 流通経済大学 U-22 A 共栄大学 U-22 流通経済大学 20140503 1100 東海大学 東京大学 流通経済大学
4 国際武道大学 U-22 A 拓殖大学 U-22 C 国際武道大学 20140503 1300 成蹊大学 明治大学 国際武道大学
5 東海大学 U-22 A 東京大学 U-22 東海大学 20140503 1540 流通経済大学 共栄大学 東海大学
6 明治大学 U-22 B 青山学院大学　U-22 B 明治大学 20140505 1400 日本体育大学 東京国際大学 明治大学
7 日本体育大学 U-22 D 東京国際大学 U-22 C 明治大学 20140505 1600 明治大学 青山学院大学 日本体育大学
8 国際武道大学 U-22 A 明海大学 U-22 国際武道大学 20140510 1300 流通経済大学 共栄大学 国際武道大学
9 明治大学 U-22 B 成蹊大学 U-22 明治大学 20140511 1200 国際武道大学 拓殖大学 明治大学
10 拓殖大学 U-22 C 専修大学 U-22 青山学院大学 20140511 1400 青山学院大学 日本体育大学 拓殖大学
11 明治大学 U-22 B 共栄大学 U-22 明治大学 20140517 1300 東京国際大学 東京大学 明治大学
12 東京大学 U-22 東京国際大学 U-22 C 明治大学 20140517 1500 共栄大学 明治大学 東京国際大学
13 流通経済大学 U-22 A 国際武道大学 U-22 A 流通経済大学 20140517 1300 東海大学 明治大学 東海大学
14 東海大学 U-22 A 青山学院大学　U-22 B 東海大学 20140518 1100 日本体育大学 専修大学 東海大学
15 日本体育大学 U-22 D 専修大学 U-22 日本体育大学 20140518 1600 東海大学 青山学院大学 日本体育大学
16 明治大学 U-22 B 国際武道大学 U-22 A 明治大学 20140525 1000 専修大学 成蹊大学 国際武道大学
17 専修大学 U-22 成蹊大学 U-22 明治大学 20140525 1200 国際武道大学 明治大学 成蹊大学
18 国際武道大学 U-22 A 東京国際大学 U-22 C 国際武道大学 20140614 1300 東海大学 共栄大学 国際武道大学
19 東京大学 U-22 明海大学 U-22 東京大学 20140614 1500 成蹊大学 共栄大学 東京大学
20 共栄大学 U-22 成蹊大学 U-22 東京大学 20140614 1700 東京大学 明海大学 成蹊大学
22 明治大学 U-22 B 拓殖大学 U-22 C 明治大学 20140615 1200 東海大学 日本体育大学 明治大学
23 東京大学 U-22 流通経済大学 U-22 A 東京大学 20140621 1500 青山学院大学 明海大学 東京大学
24 青山学院大学 U-22 B 明海大学 U-22 東京大学 20140621 1700 流通経済大学 東京大学 青山学院大学
25 東海大学 U-22 A 共栄大学 U-22 東海大学 20140622 1100 東京国際大学 国際武道大学 東海大学
26 明海大学 U-22 流通経済大学 U-22 A 明海大学 20140628 1300 東京国際大学 共栄大学 明海大学
27 東京国際大学 U-22 C 共栄大学 U-22 明海大学 20140628 1530 流通経済大学 明海大学 東京国際大学
28 東京大学 U-22 専修大学 U-22 東京大学 20140628 1500 成蹊大学 拓殖大学 東京大学
29 拓殖大学 U-22 C 成蹊大学 U-22 東京大学 20140628 1700 東京大学 専修大学 拓殖大学
30 東海大学 U-22 A 国際武道大学 U-22 A 東海大学 20140629 1100 専修大学 東京大学 東海大学
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1 1 東海大学Ｕ－１９ 関東学院大学Ｕ－22 東海大学 20140503 1100 国際武道大学 慶應義塾大学 東海大学
2 2 国際武道大学Ｕ－22Ｂ 駒澤大学Ｕ－22 早稲田大学 20140504 1000 尚美学園大学 早稲田大学 国際武道大学
3 2 早稲田大学Ｕ－22 尚美学園大学Ｕ－22Ｄ 早稲田大学 20140504 1200 駒澤大学 国際武道大学 尚美学園大学
4 2 慶應義塾大学Ｕ－22Ａ 埼玉工業大学Ｕ－22 慶應義塾大学 20140504 1300 東海大学 慶應義塾大学 慶應義塾大学
5 2 産業能率大学Ｕ－22Ｂ 日本体育大学Ｕ－２２C 産業能率大学 20140504 1300 東海大学 東海大学 産業能率大学
6 3 産業能率大学Ｕ－22Ｂ 国際武道大学U－２２B 産業能率大学 20140510 1500 尚美学園大学 日本体育大学 産業能率大学
7 3 立教大学Ｕ－22 埼玉工業大学Ｕ－22 立教大学 20140510 1530 東京国際大学 産業能率大学 立教大学
8 3 日本体育大学Ｕ－22Ｃ 尚美学園大学Ｕ－22Ｄ 産業能率大学 20140510 1700 国際武道大学 産業能率大学 日本体育大学
9 4 早稲田大学Ｕ－22 東海大学Ｕ－19 早稲田大学 20140511 1300 拓殖大学 駒澤大学 早稲田大学

10 4 慶應義塾大学Ｕ－22Ａ 関東学院大学Ｕ－22 慶應義塾大学 20140511 1300 産業能率大学 拓殖大学 慶應義塾大学
11 4 拓殖大学Ｕ－22Ａ 駒澤大学Ｕ－22 早稲田大学 20140511 1500 早稲田大学 東海大学 拓殖大学
12 5 早稲田大学Ｕ－22 立教大学Ｕ－22 早稲田大学 20140517 1300 埼玉工業大学 尚美学園大学 早稲田大学
13 5 尚美学園大学Ｕ－22Ｄ 埼玉工業大学Ｕ－22 早稲田大学 20140517 1500 立教大学 早稲田大学 尚美学園大学
14 6 東海大学Ｕ－１９ 東京国際大学Ｕ－22Ａ 東海大学 20140518 1330 駒澤大学 関東学院大学 東海大学
15 6 関東学院大学Ｕ－22 駒澤大学Ｕ－22 東海大学 20140518 1540 東海大学 東京国際大学 駒澤大学
16 7 早稲田大学Ｕ－22 産業能率大学Ｕ－22Ｂ 早稲田大学 20140524 1300 拓殖大学 関東学院大学 早稲田大学
17 7 関東学院大学Ｕ－22 拓殖大学Ｕ－22Ａ 早稲田大学 20140524 1500 早稲田大学 産業能率大学 拓殖大学
18 7 立教大学Ｕ－22 日本体育大学Ｕ－２２C 立教大学 20140524 1530 国際武道大学 尚美学園大学 立教大学
19 7 国際武道大学Ｕ－22Ｂ 尚美学園大学Ｕ－22Ｄ 立教大学 20140524 1730 立教大学 日本体育大学 尚美学園大学
20 8 慶應義塾大学Ｕ－22Ａ 駒澤大学Ｕ－22 慶應義塾大学 20140525 1300 関東学院大学 国際武道大学 慶應義塾大学
21 9 早稲田大学Ｕ－22 日本体育大学Ｕ－２２C 早稲田大学 20140614 1300 東京国際大学 尚美学園大学 日本体育大学
22 9 尚美学園大学Ｕ－22Ｄ 東京国際大学Ｕ－22Ａ 早稲田大学 20140614 1500 早稲田大学 日本体育大学 尚美学園大学
23 9 埼玉工業大学Ｕ－22 関東学院大学Ｕ－22 慶應義塾大学 20140614 1500 立教大学 慶應義塾大学 関東学院大学
24 9 立教大学Ｕ－22 慶應義塾大学Ｕ－22Ａ 立教大学 20140614 1530 関東学院大学 埼玉工業大学 慶應義塾大学
25 10 拓殖大学Ｕ－22Ａ 産業能率大学Ｕ－22Ｂ 産業能率大学 20140615 1100 関東学院大学 慶應義塾大学 産業能率大学
26 10 東海大学Ｕ－１９ 国際武道大学U－２２B 東海大学 20140615 1330 拓殖大学 産業能率大学 東海大学
27 11 立教大学Ｕ－22 国際武道大学U－２２B 立教大学 20140621 1530 慶應義塾大学 早稲田大学 立教大学
28 11 埼玉工業大学Ｕ－22 日本体育大学Ｕ－２２C 埼玉工業大学 20140621 1700 国際武道大学 埼玉工業大学 埼玉工業大学
29 12 産業能率大学Ｕ－22Ｂ 東京国際大学Ｕ－22Ａ 産業能率大学 20140622 1300 立教大学 埼玉工業大学 産業能率大学
30 12 慶應義塾大学Ｕ－22Ａ 拓殖大学Ｕ－22Ａ 慶應義塾大学 20140622 1300 関東学院大学 早稲田大学 慶應義塾大学
31 12 東海大学Ｕ－１９ 駒澤大学Ｕ－22 東海大学 20140622 1330 産業能率大学 日本体育大学 東海大学
32 12 早稲田大学Ｕ－22 関東学院大学Ｕ－22 慶應義塾大学 20140622 1500 拓殖大学 慶應義塾大学 関東学院大学
33 13 関東学院大学Ｕ－22 東京国際大学Ｕ－22Ａ 立教大学 20140628 1100 尚美学園大学 立教大学 東京国際大学
34 13 早稲田大学Ｕ－22 慶應義塾大学Ｕ－22Ａ 慶應義塾大学 20140628 1300 立教大学 国際武道大学 慶應義塾大学
35 13 埼玉工業大学Ｕ－22 国際武道大学U－２２B 埼玉工業大学 20140628 1300 日本体育大学 埼玉工業大学 埼玉工業大学
36 13 立教大学Ｕ－22 尚美学園大学Ｕ－22Ｄ 立教大学 20140628 1530 関東学院大学 東京国際大学 立教大学
37 14 産業能率大学Ｕ－22Ｂ 東海大学Ｕ－19 産業能率大学 20140629 1100 拓殖大学 日本体育大学 産業能率大学
38 14 日本体育大学Ｕ－22Ｃ 拓殖大学Ｕ－22Ａ 日本体育大学 20140629 1800 東海大学 産業能率大学 日本体育大学
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マッチＮｏ 節数 ホームチーム アウェイチーム 試合会場 試合日 試合開始時間 審判 インスぺ 記録
1 青山学院大学U-22A 東京農業大学U-22 青山学院大学 20140504 1200 日本大学 平成国際大学 東京農業大学
2 日本大学U-22 平成国際大学U-22 青山学院大学 20140504 1400 青山学院大学 東京農業大学 平成国際大学
3 日本体育大学U-22B 大東文化大学U-22 日本体育大学 20140505 1600 東京国際大学 城西国際大学 日本体育大学
4 城西国際大学U-22B 東京国際大学U-22D城西国際大学 20140510 1400 国士舘大学 日本体育大学 城西国際大学
5 明海大学U-20 東京農業大学U-22 明海大学 20140510 1300 帝京大学 日本大学 明海大学
6 帝京大学U-22 日本大学U-22 明海大学 20140510 1530 東京農業大学 明海大学 日本大学
7 平成国際大学U-22 大東文化大学U-22 平成国際大学 20140510 1400 国士舘大学 平成国際大学 平成国際大学
8 国士舘大学U-22B 帝京大学U-22 国士舘大学 20140517 1600 青山学院大学 日本体育大学 国士舘大学
9 平成国際大学U-22 東京国際大学U-22D平成国際大学 20140517 1400 大東文化大学 明海大学 平成国際大学

10 明海大学U-20 大東文化大学U-22 平成国際大学 20140517 1600 筑波大学 東京国際大学 青山学院大学
11 日本体育大学U-22B 青山学院大学U-22A日本体育大学 20140518 1800 国士舘大学 日本体育大学 日本体育大学
12 筑波大学U-22C 帝京大学U-22 筑波大学 20140524 1300 東京国際大学 明海大学 筑波大学
13 明海大学U-20 東京国際大学U-22D筑波大学 20140524 1500 帝京大学 筑波大学 明海大学
14 城西国際大学U-22B 帝京大学U-22 城西国際大学 20140614 1600 上武大学 明海大学 城西国際大学
15 平成国際大学U-22 上武大学U-22 平成国際大学 20140615 1400 東京国際大学 筑波大学 平成国際大学
16 国士舘大学U-22B 日本大学U-22 国士舘大学 20140615 1400 筑波大学 上武大学 平成国際大学
17 東京国際大学U-22D 筑波大学U-22C 平成国際大学 20140615 1600 平成国際大学 上武大学 筑波大学
18 城西国際大学U-22B 大東文化大学U-22 城西国際大学 20140621 1400 東京農業大学 国士舘大学 城西国際大学
19 平成国際大学U-22 帝京大学U-22 平成国際大学 20140621 1600 大東文化大学 城西国際大学 平成国際大学
20 国士舘大学U-22B 東京農業大学U-22 国士舘大学 20140621 1600 帝京大学 平成国際大学 東京農業大学
21 上武大学U－22 筑波大学U-22C 上武大学 20140622 1400 日本体育大学 国士舘大学 上武大学
22 日本体育大学U-22B 東京国際大学U-22D日本体育大学 20140622 1600 日本大学 青山学院大学 日本体育大学
23 青山学院大学U-22A 日本大学U-22 日本体育大学 20140622 1800 日本体育大学 東京国際大学 日本大学
24 青山学院大学U-22A 東京農業大学U-22 青山学院大学 20140628 1200 帝京大学 日本体育大学 青山学院大学
25 日本体育大学U-22B 帝京大学U-22 青山学院大学 20140628 1400 東京国際大学 青山学院大学 帝京大学
26 平成国際大学U-22 城西国際大学U-22B平成国際大学 20140628 1400 国士舘大学 筑波大学 城西国際大学
27 国士舘大学U-22B 筑波大学U-22C 国士舘大学 20140629 1600 城西国際大学 平成国際大学 国士舘大学

インディペンデンスリーグ2014【関東】　Fブロック


