
JR東日本カップ2022 第96回関東大学サッカーリーグ戦【１部】

節 開催日 キックオフ 会場

8/6(土) 18:00 明治大学 vs 流通経済大学 非公開

8/20(土) 18:00 東京国際大学 vs 早稲田大学 非公開

8/6(土) 18:00 桐蔭横浜大学 vs 順天堂大学

18:00 東洋大学 vs 筑波大学

9/10(土) 18:00 法政大学 vs 国士舘大学

15:00 拓殖大学 vs 駒澤大学

8/9(火) 18:00 明治大学 vs 筑波大学 非公開

9/28(水) 18:00 東京国際大学 vs 国士舘大学 非公開

8/9(火) 18:00 桐蔭横浜大学 vs 法政大学 非公開

8/20(土) 18:00 東洋大学 vs 拓殖大学 非公開

9/28(水) 18:00 駒澤大学 vs 早稲田大学 非公開

8/9(火) 18:00 順天堂大学 vs 流通経済大学 非公開

10/25(火) 18:00 明治大学 vs 国士舘大学

18:00 東京国際大学 vs 拓殖大学

18:00 桐蔭横浜大学 vs 東洋大学

18:00 法政大学 vs 順天堂大学

18:00 筑波大学 vs 早稲田大学

18:00 駒澤大学 vs 流通経済大学

10/1(土) 11:00 東洋大学 vs 順天堂大学

14:00 明治大学 vs 早稲田大学

11:00 国士舘大学 vs 筑波大学

14:00 東京国際大学 vs 流通経済大学

10/2(日) 11:00 法政大学 vs 拓殖大学

14:00 桐蔭横浜大学 vs 駒澤大学

10/9(日) 11:00 法政大学 vs 駒澤大学

14:00 明治大学 vs 拓殖大学

11:00 国士舘大学 vs 順天堂大学

14:00 東京国際大学 vs 筑波大学

11:00 東洋大学 vs 早稲田大学

14:00 桐蔭横浜大学 vs 流通経済大学

10/12(水) 18:00 明治大学 vs 駒澤大学

18:00 東京国際大学 vs 順天堂大学

15:30 桐蔭横浜大学 vs 早稲田大学

18:00 東洋大学 vs 国士舘大学

18:00 法政大学 vs 流通経済大学

18:00 拓殖大学 vs 筑波大学

10/16(日) 14:00 明治大学 vs 順天堂大学

14:00 東京国際大学 vs 駒澤大学

14:00 桐蔭横浜大学 vs 拓殖大学

14:00 東洋大学 vs 流通経済大学

14:00 法政大学 vs 筑波大学

14:00 国士舘大学 vs 早稲田大学

10/22(土) 14:00 明治大学 vs 東洋大学

14:00 東京国際大学 vs 桐蔭横浜大学

14:00 法政大学 vs 早稲田大学

14:00 国士舘大学 vs 流通経済大学

14:00 拓殖大学 vs 順天堂大学

14:00 筑波大学 vs 駒澤大学

10/29(土) 11:00 順天堂大学 vs 早稲田大学

14:00 桐蔭横浜大学 vs 筑波大学

10/30(日) 11:00 国士舘大学 vs 駒澤大学

14:00 明治大学 vs 法政大学

11:00 拓殖大学 vs 流通経済大学

14:00 東京国際大学 vs 東洋大学

11/5(土) 11:00 東京国際大学 vs 法政大学

14:00 明治大学 vs 桐蔭横浜大学

14:00 筑波大学 vs 順天堂大学 千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ東総運動場陸上競技場

14:00 早稲田大学 vs 流通経済大学 非公開

11/6(日) 11:00 国士舘大学 vs 拓殖大学

14:00 東洋大学 vs 駒澤大学

明治大学 vs 東京国際大学

桐蔭横浜大学 vs 国士舘大学

東洋大学 vs 法政大学

拓殖大学 vs 早稲田大学

筑波大学 vs 流通経済大学

駒澤大学 vs 順天堂大学

対戦カード

非公開

12

13

14

非公開

15 ブリオベッカ浦安競技場

ひたちなか市総合運動公園陸上競技場

レモンガススタジアム平塚

非公開

16 非公開

小出義雄記念陸上競技場

非公開

17

非公開

18

19

20 第一カッターフィールド

AGFフィールド

第一カッターフィールド

非公開

非公開

21 三ツ沢公園陸上競技場

県立保土ケ谷公園サッカー場

22
11/12(土)

or

11/13(日)

10月下旬決定



JR東日本カップ2022 第96回関東大学サッカーリーグ戦【２部】

節 開催日 キックオフ 会場

8/20(土) 18:00 産業能率大学 vs 東京学芸大学 非公開

8/6(土) 18:00 中央大学 vs 青山学院大学

18:00 東海大学 vs 明治学院大学

18:00 慶應義塾大学 vs 日本大学

18:00 日本体育大学 vs 城西大学

9/18(日) 18:00 関東学院大学 vs 立正大学 非公開

8/9(火) 18:00 産業能率大学 vs 城西大学

18:00 中央大学 vs 明治学院大学

18:00 東海大学 vs 青山学院大学

8/24(水) 18:00 慶應義塾大学 vs 東京学芸大学 非公開

8/9(火) 18:00 日本体育大学 vs 立正大学 非公開

9/21(水) 18:00 日本大学 vs 関東学院大学 非公開

10/25(火) 18:00 産業能率大学 vs 明治学院大学

18:00 中央大学 vs 東京学芸大学

18:00 東海大学 vs 城西大学

18:00 慶應義塾大学 vs 立正大学

18:00 日本体育大学 vs 関東学院大学

18:00 日本大学 vs 青山学院大学

10/1(土) 11:00 中央大学 vs 城西大学

14:00 産業能率大学 vs 青山学院大学

11:00 慶應義塾大学 vs 関東学院大学

14:00 東海大学 vs 日本大学

11:00 立正大学 vs 明治学院大学

14:00 日本体育大学 vs 東京学芸大学

10/8(土) 11:00 立正大学 vs 城西大学

14:00 産業能率大学 vs 関東学院大学

11:00 慶應義塾大学 vs 青山学院大学

14:00 中央大学 vs 日本大学

11:00 日本体育大学 vs 明治学院大学

14:00 東海大学 vs 東京学芸大学

10/11(火) 18:00 産業能率大学 vs 慶應義塾大学

18:00 中央大学 vs 東海大学

18:00 日本体育大学 vs 青山学院大学

18:00 日本大学 vs 立正大学

18:00 関東学院大学 vs 城西大学

18:00 明治学院大学 vs 東京学芸大学

10/16(日) 11:00 産業能率大学 vs 日本大学

11:00 中央大学 vs 立正大学

11:00 東海大学 vs 日本体育大学

11:00 慶應義塾大学 vs 城西大学

11:00 関東学院大学 vs 明治学院大学

11:00 青山学院大学 vs 東京学芸大学

10/22(土) 11:00 産業能率大学 vs 東海大学

11:00 中央大学 vs 日本体育大学

11:00 慶應義塾大学 vs 明治学院大学

11:00 日本大学 vs 城西大学

11:00 関東学院大学 vs 青山学院大学

11:00 立正大学 vs 東京学芸大学

10/29(土) 11:00 東海大学 vs 関東学院大学

14:00 産業能率大学 vs 日本体育大学

11:00 城西大学 vs 明治学院大学

14:00 中央大学 vs 慶應義塾大学

11:00 立正大学 vs 青山学院大学

14:00 日本大学 vs 東京学芸大学

11/6(日) 11:00 中央大学 vs 関東学院大学

14:00 産業能率大学 vs 立正大学

14:00 東海大学 vs 慶應義塾大学 非公開

14:00 日本体育大学 vs 日本大学 非公開

14:00 青山学院大学 vs 明治学院大学 非公開

14:00 城西大学 vs 東京学芸大学 非公開

11/12(土) 産業能率大学 vs 中央大学

東海大学 vs 立正大学

慶應義塾大学 vs 日本体育大学

日本大学 vs 明治学院大学

関東学院大学 vs 東京学芸大学

青山学院大学 vs 城西大学

16

17

非公開

非公開

15 千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ東総運動場陸上競技場

18

非公開

非公開

非公開

非公開

千葉県総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ東総運動場陸上競技場

22

10月下旬決定

19

20

21 東金アリーナ陸上競技場

非公開

非公開

非公開

非公開

非公開

対戦カード

12

13

14


