
節 日付 会場 時間 節 日付 会場 時間

早　大 VS 立正大 12:00 NACK5 早　大 VS 東洋大

筑波大 VS 駒　大 14:30 柏の葉 筑波大 VS 流経大

流経大 VS 専　大 11:30 熊谷 法　大 VS 立正大

順　大 VS 東洋大 14:00 埼スタ2 駒　大 VS 明　大

中銀スタ 法　大 VS 中　大 14:00 浦安 順　大 VS 中　大

保土ヶ谷 明　大 VS 桐蔭大 14:00 三ッ沢 専　大 VS 桐蔭大

熊谷 駒　大 VS 立正大 14:00 AGF 早　大 VS 流経大

中台 順　大 VS 流経大 14:00 武蔵野 筑波大 VS 法　大

AGF 専　大 VS 中　大 14:00 朝霞 東洋大 VS 立正大

明　大 VS 東洋大 11:30 日立 駒　大 VS 中　大

筑波大 VS 桐蔭大 14:00 味フィ西 明　大 VS 専　大

中台 早　大 VS 法　大 14:00 岩名 順　大 VS 桐蔭大

明　大 VS 流経大 11:30 8月3日(土) 江戸陸 駒　大 VS 流経大

筑波大 VS 東洋大 14:00 浦安 早　大 VS 順　大

保土ヶ谷 駒　大 VS 桐蔭大 14:00 筑波大G 筑波大 VS 専　大

BMWス 専　大 VS 立正大 14:00 法大G 法　大 VS 東洋大

法　大 VS 順　大 11:30 立正大G 明　大 VS 立正大

早　大 VS 中　大 14:00 桐蔭大G 桐蔭大 VS 中　大

三ッ沢 早　大 VS 専　大 14:00 NACK5 早　大 VS 桐蔭大

柏の葉 筑波大 VS 明　大 14:00 熊谷 筑波大 VS 立正大

相模原 法　大 VS 桐蔭大 14:00 駒場 明　大 VS 中　大

埼スタ2 駒　大 VS 東洋大 14:00 たつのこ 東洋大 VS 流経大

浦安 順　大 VS 立正大 14:00 法大G 法　大 VS 専　大

5月3日(金) たつのこ 流経大 VS 中　大 14:00 順大G 駒　大 VS 順　大

5月5日(日) 武蔵野 早　大 VS 明　大 14:00 NACK5 法　大 VS 駒　大

東洋大 VS 中　大 11:30 駒場 明　大 VS 順　大

筑波大 VS 順　大 14:00 熊谷 中　大 VS 立正大

たつのこ 法　大 VS 流経大 14:00 味フィ西 早　大 VS 筑波大

川口 駒　大 VS 専　大 14:00 中銀スタ 東洋大 VS 専　大

熊谷 桐蔭大 VS 立正大 14:00 たつのこ 流経大 VS 桐蔭大

保土ヶ谷 早　大 VS 駒　大

AGF 筑波大 VS 中　大

東金 順　大 VS 専　大

埼スタ2 東洋大 VS 桐蔭大

味フィ西 流経大 VS 立正大

5月19日(日) 味フィ西 法　大 VS 明　大

節 日付 会場 時間 節 日付 会場 時間

中銀スタ 国士大 VS 関学大 11:30 東国大G 東国大 VS 産能大

保土ヶ谷 立教大 VS 東海大 11:30 国士大G 国士大 VS 東海大

拓　大 VS 東学大 11:30 日大G 日体大 VS 日　大

東国大 VS 日　大 14:00 関学大G 関学大 VS 拓　大

青学大 VS 慶　大 11:30 立教大G 立教大 VS 慶　大

日体大 VS 産能大 14:00 東学大G 青学大 VS 東学大

熊谷 東国大 VS 東学大 11:30 東総 東国大 VS 日体大

AGF 国士大 VS 青学大 11:30 保土ヶ谷 関学大 VS 産能大

中台 日体大 VS 拓　大 11:30 たつのこ 慶　大 VS 日　大

東海大 VS 日　大 11:30 国士大G 国士大 VS 東学大

関学大 VS 慶　大 14:00 立教大G 立教大 VS 青学大

中台 立教大 VS 産能大 11:30 拓大G 拓　大 VS 東海大

BMWス 日体大 VS 慶　大 11:30 東国大G 東国大 VS 関学大

保土ヶ谷 関学大 VS 青学大 11:30 国士大G 国士大 VS 日体大

立教大 VS 東学大 11:30 日大G 青学大 VS 日　大

東国大 VS 東海大 14:00 産能大G 東学大 VS 産能大

拓　大 VS 日　大 11:30 立教大 VS 拓　大

国士大 VS 産能大 14:00 慶　大 VS 東海大

埼スタ2 東国大 VS 慶　大 11:30 日体大 VS 青学大

柏の葉 国士大 VS 拓　大 11:30 関学大 VS 立教大

浦安 日体大 VS 東学大 11:30 東国大G 東国大 VS 拓　大

三ッ沢 関学大 VS 東海大 11:30 国士大G 国士大 VS 慶　大

相模原 青学大 VS 産能大 11:30 東学大G 東学大 VS 東海大

5月3日(金) たつのこ 立教大 VS 日　大 11:30 日大G 産能大 VS 日　大

武蔵野 関学大 VS 東学大 11:30 埼スタ2 日体大 VS 立教大

慶　大 VS 産能大 11:30 たつのこ 青学大 VS 東海大

日体大 VS 東海大 14:00 慶　大 VS 東学大

熊谷 東国大 VS 立教大 11:30 拓　大 VS 産能大

川口 国士大 VS 日　大 11:30 日大G 関学大 VS 日　大

たつのこ 青学大 VS 拓　大 11:30 8月11日(日) 東国大G 東国大 VS 国士大

5月18日(土) たつのこ 東国大 VS 青学大

BMWス 日体大 VS 関学大

国士大G 国士大 VS 立教大

拓大G 慶　大 VS 拓　大

日大G 東学大 VS 日　大

東海大G 東海大 VS 産能大

※ は、無料会場です。
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※19 川口＝青木町公園総合運動場

※12 駒場＝浦和駒場スタジアム

※23 江戸陸＝江戸川区陸上競技場

※24 東金＝東金アリーナ陸上競技場

※1 東総＝千葉県総合スポーツセンター東総運動場

※8 柏の葉＝柏の葉公園総合競技場 ※20 岩名＝岩名運動公園陸上競技場

※9 NACK5＝NACK5スタジアム大宮 ※21 日立＝日立市民運動公園陸上競技場

※10 中銀スタ＝山梨中銀スタジアム ※22 朝霞＝朝霞中央公園陸上競技場

8月3日(土)

8月4日(日)

8月7日(水)

8月7日(水)

8月10日(土)
RKU FF

※7 保土ヶ谷=県立保土ヶ谷公園サッカー場

※11 三ッ沢＝三ッ沢公園陸上競技場

4月27日(土)

4月28日(日)

保土ヶ谷

産能大G

5月2日(木)

5月2日(木)

5月6日(月)

5月5日(日)
日体大G

5月18日(土)

柏の葉

4月14日(日)
たつのこ

6月1日(土)

6月2日(日)

6

5 11

5月6日(月)

5月19日(日)

2部リーグ日程表

対戦 対戦

4 10

RKU FF

RKU FF

3 9

日体大G

2 8

5月29日(水)1 4月7日(日) 7拓大G

4月13日(土)

※15 三ッ沢＝三ッ沢公園陸上競技場

※4 たつのこ＝龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド ※16 フクアリ=フクダ電子アリーナ

※5 浦安＝浦安市運動公園陸上競技場 ※17 BMWス＝Shonan BMWスタジアム平塚（旧称：平塚競技場）

6

※1 味フィ西＝味の素フィールド西が丘（旧称：西が丘サッカー場） ※13 武蔵野＝武蔵野市立武蔵野陸上競技場

※2 熊谷=熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 ※14 中台＝中台運動公園陸上競技場

※3 AGF＝味の素スタジアム 西競技場

※6 埼スタ2=埼玉スタジアム2002第2グラウンド ※18 相模原＝相模原ギオンスタジアム

1部リーグ日程表

対戦 対戦

1

4月6日(土) 味フィ西

7
4月7日(日)

5月29日(水)フクアリ

5 11

4 10

3 9

8月10日(土)

8月11日(日)

2 8

4月13日(土)

4月14日(日)
味フィ西

4月27日(土)

4月28日(日) 味フィ西

6月1日(土)

6月2日(日)

AGF

8月4日(日)

JR東日本カップ2019 第93回関東大学サッカーリーグ戦【前期】


