
２０１７明治安田生命Ｊ１リーグ 第１節～第１０節

節 開催日 キックオフ 対戦カード スタジアム インターネット中継・TV放送
2/25(土) 12:30 横浜Ｆ・マリノス vs 浦和レッズ 日産ス DAZN

14:00 ベガルタ仙台 vs 北海道コンサドーレ札幌 ユアスタ DAZN／ＮＨＫ仙台／ＮＨＫ札幌
14:00 鹿島アントラーズ vs ＦＣ東京 カシマ DAZN／ＮＨＫ総合
14:00 清水エスパルス vs ヴィッセル神戸 アイスタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１／テレビ静岡
14:00 サンフレッチェ広島 vs アルビレックス新潟 Ｅスタ DAZN／ＮＨＫ広島
14:00 サガン鳥栖 vs 柏レイソル ベアスタ DAZN／ＮＨＫ佐賀
15:00 セレッソ大阪 vs ジュビロ磐田 ヤンマー DAZN
16:00 大宮アルディージャ vs 川崎フロンターレ ＮＡＣＫ DAZN

2/26(日) 17:00 ガンバ大阪 vs ヴァンフォーレ甲府 吹田Ｓ DAZN
3/4(土) 14:00 浦和レッズ vs セレッソ大阪 埼玉 DAZN／ＮＨＫ総合

14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 鹿島アントラーズ 中銀スタ DAZN／山梨放送
14:00 サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス Ｅスタ DAZN／ＮＨＫ広島
15:00 ＦＣ東京 vs 大宮アルディージャ 味スタ DAZN／ＴＯＫＹＯ　ＭＸ２
15:00 ジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台 ヤマハ DAZN／静岡放送
16:00 ヴィッセル神戸 vs アルビレックス新潟 ノエスタ DAZN
19:00 横浜Ｆ・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌 ニッパツ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

3/5(日) 15:00 柏レイソル vs ガンバ大阪 柏 DAZN
17:00 川崎フロンターレ vs サガン鳥栖 等々力 DAZN

3/10(金) 19:00 鹿島アントラーズ vs 横浜Ｆ・マリノス カシマ DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs 柏レイソル 等々力 DAZN
19:30 浦和レッズ vs ヴァンフォーレ甲府 埼玉 DAZN

3/11(土) 15:00 北海道コンサドーレ札幌 vs セレッソ大阪 札幌ド DAZN／札幌テレビ放送
15:00 大宮アルディージャ vs ジュビロ磐田 ＮＡＣＫ DAZN
15:00 サガン鳥栖 vs サンフレッチェ広島 ベアスタ DAZN
15:30 アルビレックス新潟 vs 清水エスパルス デンカＳ DAZN／新潟総合テレビ
16:00 ベガルタ仙台 vs ヴィッセル神戸 ユアスタ DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs ＦＣ東京 吹田Ｓ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

3/18(土) 14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs サンフレッチェ広島 札幌ド DAZN／ＮＨＫ札幌／ＮＨＫ広島
14:00 横浜Ｆ・マリノス vs アルビレックス新潟 日産ス DAZN
14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 大宮アルディージャ 中銀スタ DAZN
14:00 清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ アイスタ DAZN／静岡放送
15:00 柏レイソル vs ベガルタ仙台 柏 DAZN
15:00 セレッソ大阪 vs サガン鳥栖 金鳥スタ DAZN
16:00 ヴィッセル神戸 vs ジュビロ磐田 ノエスタ DAZN
19:00 ＦＣ東京 vs 川崎フロンターレ 味スタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

3/19(日) 17:00 ガンバ大阪 vs 浦和レッズ 吹田Ｓ DAZN
4/1(土) 14:00 ベガルタ仙台 vs 川崎フロンターレ ユアスタ DAZN

14:00 アルビレックス新潟 vs ガンバ大阪 デンカＳ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
14:00 サンフレッチェ広島 vs 柏レイソル Ｅスタ DAZN
15:00 ジュビロ磐田 vs 清水エスパルス エコパ DAZN／静岡放送
15:00 セレッソ大阪 vs 横浜Ｆ・マリノス 金鳥スタ DAZN
16:00 ＦＣ東京 vs サガン鳥栖 味スタ DAZN
16:00 ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ ノエスタ DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs 鹿島アントラーズ ＮＡＣＫ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

4/2(日) 17:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 北海道コンサドーレ札幌 中銀スタ DAZN
4/7(金) 19:00 ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島 吹田Ｓ DAZN

19:30 浦和レッズ vs ベガルタ仙台 埼玉 DAZN
4/8(土) 14:00 川崎フロンターレ vs ヴァンフォーレ甲府 等々力 DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

15:00 鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪 カシマ DAZN
15:00 大宮アルディージャ vs ヴィッセル神戸 ＮＡＣＫ DAZN
15:00 柏レイソル vs 清水エスパルス 柏 DAZN
15:00 サガン鳥栖 vs アルビレックス新潟 ベアスタ DAZN
19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ＦＣ東京 札幌ド DAZN
19:00 横浜Ｆ・マリノス vs ジュビロ磐田 日産ス DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

4/16(日) 13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 川崎フロンターレ 札幌ド DAZN
13:00 ヴァンフォーレ甲府 vs アルビレックス新潟 中銀スタ DAZN／ＮＨＫ甲府／ＮＨＫ新潟
13:00 清水エスパルス vs 大宮アルディージャ アイスタ DAZN
14:00 ＦＣ東京 vs 浦和レッズ 味スタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
14:00 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 ヤンマー DAZN／ＮＨＫ大阪
15:00 ジュビロ磐田 vs サガン鳥栖 ヤマハ DAZN
16:00 ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル ノエスタ DAZN
17:00 サンフレッチェ広島 vs 横浜Ｆ・マリノス Ｅスタ DAZN
19:00 ベガルタ仙台 vs 鹿島アントラーズ ユアスタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

4/21(金) 19:00 川崎フロンターレ vs 清水エスパルス 等々力 DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs 大宮アルディージャ 吹田Ｓ DAZN

4/22(土) 14:00 浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌 埼玉 DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs セレッソ大阪 中銀スタ DAZN
14:00 サンフレッチェ広島 vs ベガルタ仙台 Ｅスタ DAZN／ＮＨＫ広島
15:00 鹿島アントラーズ vs ジュビロ磐田 カシマ DAZN
15:00 柏レイソル vs 横浜Ｆ・マリノス 柏 DAZN
16:00 アルビレックス新潟 vs ＦＣ東京 デンカＳ DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs ヴィッセル神戸 ベアスタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

4/30(日) 13:00 清水エスパルス vs ベガルタ仙台 アイスタ DAZN
14:00 アルビレックス新潟 vs 柏レイソル デンカＳ DAZN／テレビ新潟
15:00 大宮アルディージャ vs 浦和レッズ ＮＡＣＫ DAZN
15:00 ＦＣ東京 vs サンフレッチェ広島 味スタ DAZN
15:00 ジュビロ磐田 vs 北海道コンサドーレ札幌 ヤマハ DAZN
16:00 鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖 カシマ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
16:00 ヴィッセル神戸 vs ヴァンフォーレ甲府 ノエスタ DAZN
17:00 横浜Ｆ・マリノス vs ガンバ大阪 日産ス DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ ヤンマー DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

5/4(木・祝) 14:00 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ 埼玉 DAZN／ＮＨＫ総合
5/5(金・祝) 14:00 ガンバ大阪 vs 清水エスパルス 吹田Ｓ DAZN

15:00 川崎フロンターレ vs アルビレックス新潟 等々力 DAZN
5/6(土) 13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 大宮アルディージャ 札幌ド DAZN

14:00 柏レイソル vs セレッソ大阪 柏 DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
19:00 サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸 Ｅスタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

5/7(日) 14:00 ベガルタ仙台 vs ＦＣ東京 ユアスタ DAZN／東北放送
14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ジュビロ磐田 中銀スタ DAZN
17:00 サガン鳥栖 vs 横浜Ｆ・マリノス ベアスタ DAZN

■追加情報につきましては随時発表いたします。 （録）：録画放送

※1 Ｇ大阪がAFCチャンピオンズリーグ201７プレーオフに敗れた場合、4月8日（土）14:00に変更となります

※2 Ｇ大阪がAFCチャンピオンズリーグ201７プレーオフに敗れた場合、4月22日（土）14:00に変更となります

※3 Ｇ大阪がAFCチャンピオンズリーグ201７プレーオフに敗れた場合、5月6日（土）14:00に変更となります
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２０１７明治安田生命Ｊ１リーグ 第１１節～第２０節

節 開催日 キックオフ 対戦カード スタジアム インターネット中継・TV放送
5/14(日) 13:00 清水エスパルス vs サガン鳥栖 アイスタ DAZN

14:00 鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸 カシマ DAZN
14:00 横浜Ｆ・マリノス vs ヴァンフォーレ甲府 ニッパツ DAZN
14:00 アルビレックス新潟 vs 浦和レッズ デンカＳ DAZN
15:00 ＦＣ東京 vs 柏レイソル 味スタ DAZN
15:00 ジュビロ磐田 vs 川崎フロンターレ ヤマハ DAZN
15:00 セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島 金鳥スタ DAZN
17:00 大宮アルディージャ vs ベガルタ仙台 ＮＡＣＫ DAZN
19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ガンバ大阪 札幌ド DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

5/20(土) 14:00 浦和レッズ vs 清水エスパルス 埼玉 DAZN
14:00 横浜Ｆ・マリノス vs ベガルタ仙台 日産ス DAZN
14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs サンフレッチェ広島 中銀スタ DAZN
14:00 アルビレックス新潟 vs 北海道コンサドーレ札幌 デンカＳ DAZN／ＮＨＫ新潟
14:00 ジュビロ磐田 vs 柏レイソル ヤマハ DAZN／ＮＨＫ静岡
16:00 大宮アルディージャ vs セレッソ大阪 ＮＡＣＫ DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs サガン鳥栖 吹田Ｓ DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs ＦＣ東京 ノエスタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

5/19(金) 19:00
or

5/20(土) 15:00
5/27(土) 14:00 清水エスパルス vs 横浜Ｆ・マリノス アイスタ DAZN

14:00 サンフレッチェ広島 vs ジュビロ磐田 Ｅスタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
15:00 柏レイソル vs 大宮アルディージャ 柏 DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌 ベアスタ DAZN

5/28(日) 13:00 ベガルタ仙台 vs アルビレックス新潟 ユアスタ DAZN／仙台放送
16:00 ＦＣ東京 vs ヴァンフォーレ甲府 味スタ DAZN
17:00 ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 ノエスタ DAZN

5/27(土) 19:00
or

7/5(水) 19:00
5/27(土) 19:00
or

7/5(水) 19:00
6/4(日) 13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ヴィッセル神戸 札幌ド DAZN

13:00 清水エスパルス vs ＦＣ東京 アイスタ DAZN／テレビ静岡
14:00 サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ Ｅスタ DAZN
15:00 ベガルタ仙台 vs ヴァンフォーレ甲府 ユアスタ DAZN／ミヤギテレビ
15:00 ジュビロ磐田 vs ガンバ大阪 ヤマハ DAZN／静岡放送
15:00 セレッソ大阪 vs アルビレックス新潟 金鳥スタ DAZN
16:00 大宮アルディージャ vs サガン鳥栖 ＮＡＣＫ DAZN
17:00 横浜Ｆ・マリノス vs 川崎フロンターレ 日産ス DAZN
19:00 柏レイソル vs 浦和レッズ 柏 DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

6/17(土) 18:30 鹿島アントラーズ vs 北海道コンサドーレ札幌 カシマ DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島 等々力 DAZN
19:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 柏レイソル 中銀スタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
19:00 アルビレックス新潟 vs 大宮アルディージャ デンカＳ DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs 清水エスパルス ヤンマー DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪 ノエスタ DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs ベガルタ仙台 ベアスタ DAZN

6/18(日) 18:00 ＦＣ東京 vs 横浜Ｆ・マリノス 味スタ DAZN
18:30 浦和レッズ vs ジュビロ磐田 埼玉 DAZN

6/25(日) 18:00 ベガルタ仙台 vs セレッソ大阪 ユアスタ DAZN
18:00 横浜Ｆ・マリノス vs ヴィッセル神戸 日産ス DAZN
18:00 清水エスパルス vs ヴァンフォーレ甲府 アイスタ DAZN
18:00 ジュビロ磐田 vs ＦＣ東京 ヤマハ DAZN
18:30 鹿島アントラーズ vs アルビレックス新潟 カシマ DAZN
18:30 サンフレッチェ広島 vs 大宮アルディージャ Ｅスタ DAZN
19:00 柏レイソル vs 北海道コンサドーレ札幌 柏 DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ 吹田Ｓ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
19:00 サガン鳥栖 vs 浦和レッズ ベアスタ DAZN

7/1(土) 14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 清水エスパルス 札幌ド DAZN／ＮＨＫ札幌
19:00 ベガルタ仙台 vs ガンバ大阪 ユアスタ DAZN
19:00 浦和レッズ vs サンフレッチェ広島 埼玉 DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs 横浜Ｆ・マリノス ＮＡＣＫ DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸 等々力 DAZN
19:00 アルビレックス新潟 vs ジュビロ磐田 デンカＳ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

7/2(日) 18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs サガン鳥栖 中銀スタ DAZN
18:30 柏レイソル vs 鹿島アントラーズ 柏 DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs ＦＣ東京 金鳥スタ DAZN

7/8(土) 18:00 清水エスパルス vs ガンバ大阪 アイスタ DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs 北海道コンサドーレ札幌 ＮＡＣＫ DAZN
19:00 ＦＣ東京 vs 鹿島アントラーズ 味スタ DAZN
19:00 横浜Ｆ・マリノス vs サンフレッチェ広島 日産ス DAZN

19:00 ジュビロ磐田 vs ヴァンフォーレ甲府 ヤマハ DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs 柏レイソル 金鳥スタ DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs ベガルタ仙台 ノエスタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
19:00 サガン鳥栖 vs 川崎フロンターレ ベアスタ DAZN

7/9(日) 18:30 浦和レッズ vs アルビレックス新潟 埼玉 DAZN
7/29(土) 14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 浦和レッズ 札幌ド DAZN

18:30 鹿島アントラーズ vs ヴァンフォーレ甲府 カシマ DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs ジュビロ磐田 等々力 DAZN
19:00 横浜Ｆ・マリノス vs 清水エスパルス 日産ス DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪 吹田Ｓ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
19:00 ヴィッセル神戸 vs 大宮アルディージャ ノエスタ DAZN

7/30(日) 18:30 ベガルタ仙台 vs 柏レイソル ユアスタ DAZN
18:30 サンフレッチェ広島 vs サガン鳥栖 Ｅスタ DAZN
19:00 ＦＣ東京 vs アルビレックス新潟 味スタ DAZN

8/5(土) 18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ガンバ大阪 中銀スタ DAZN
18:30 鹿島アントラーズ vs ベガルタ仙台 カシマ DAZN
19:00 浦和レッズ vs 大宮アルディージャ 埼玉 DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
19:00 柏レイソル vs ヴィッセル神戸 柏 DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs ＦＣ東京 等々力 DAZN
19:00 アルビレックス新潟 vs 横浜Ｆ・マリノス デンカＳ DAZN
19:00 ジュビロ磐田 vs サンフレッチェ広島 ヤマハ DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌 金鳥スタ DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs 清水エスパルス ベアスタ DAZN

■追加情報につきましては随時発表いたします。 （録）：録画放送

※4 「鹿島vs川崎Ｆ」について、両チームもしくはいずれかのチームがAFCチャンピオンズリーグ2017ラウンド16に進出した場合、5月19日（金）に開催。

両チームともにAFCチャンピオンズリーグ2017ラウンド16に進出しなかった場合、5月20日（土）に開催となります

※5 「川崎Ｆvs浦和」、「Ｇ大阪vs鹿島」について、両チームもしくはいずれかのチームがAFCチャンピオンズリーグ2017ラウンド16に進出した場合、7月5日（水）に開催。

両チームともにAFCチャンピオンズリーグ2017ラウンド16に進出しなかった場合、5月27日（土）に開催となります
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２０１７明治安田生命Ｊ１リーグ 第２１節～第３０節

節 開催日 キックオフ 対戦カード スタジアム インターネット中継・TV放送
8/9(水) 19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜Ｆ・マリノス 札幌ド DAZN

19:00 ベガルタ仙台 vs ジュビロ磐田 ユアスタ DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs ＦＣ東京 ＮＡＣＫ DAZN
19:00 柏レイソル vs サガン鳥栖 柏 DAZN
19:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 浦和レッズ 中銀スタ DAZN
19:00 アルビレックス新潟 vs 川崎フロンターレ デンカＳ DAZN
19:00 清水エスパルス vs セレッソ大阪 アイスタ DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs 鹿島アントラーズ ノエスタ DAZN
19:00 サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪 Ｅスタ DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

7/22(土) 19:00 セレッソ大阪 vs 浦和レッズ ヤンマー DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１

8/13(日) 13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ヴァンフォーレ甲府 札幌ド DAZN
18:00 清水エスパルス vs 柏レイソル アイスタ DAZN
18:30 ガンバ大阪 vs ジュビロ磐田 吹田Ｓ DAZN
19:00 ベガルタ仙台 vs サンフレッチェ広島 ユアスタ DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟 ＮＡＣＫ DAZN
19:00 ＦＣ東京 vs ヴィッセル神戸 味スタ DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ 等々力 DAZN／ＮＨＫ　ＢＳ１
19:00 横浜Ｆ・マリノス vs サガン鳥栖 ニッパツ DAZN

アルビレックス新潟 vs ベガルタ仙台 デンカＳ DAZN
ジュビロ磐田 vs セレッソ大阪 ヤマハ DAZN
ヴィッセル神戸 vs 横浜Ｆ・マリノス ノエスタ DAZN

サンフレッチェ広島 vs ヴァンフォーレ甲府 Ｅスタ DAZN
サガン鳥栖 vs 大宮アルディージャ ベアスタ DAZN

鹿島アントラーズ vs 清水エスパルス カシマ DAZN
浦和レッズ vs ＦＣ東京 埼玉 DAZN

川崎フロンターレ vs 北海道コンサドーレ札幌 等々力 DAZN
ガンバ大阪 vs 柏レイソル 吹田Ｓ DAZN

8/26(土) 北海道コンサドーレ札幌 vs ベガルタ仙台 札幌厚別 DAZN
大宮アルディージャ vs サンフレッチェ広島 ＮＡＣＫ DAZN

柏レイソル vs アルビレックス新潟 柏 DAZN
横浜Ｆ・マリノス vs ＦＣ東京 日産ス DAZN
ジュビロ磐田 vs ヴィッセル神戸 ヤマハ DAZN

ヴァンフォーレ甲府 vs 川崎フロンターレ 中銀スタ DAZN
清水エスパルス vs 浦和レッズ エコパ DAZN
セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ ヤンマー DAZN
サガン鳥栖 vs ガンバ大阪 ベアスタ DAZN

北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田 札幌ド DAZN
ベガルタ仙台 vs サガン鳥栖 ユアスタ DAZN
ＦＣ東京 vs セレッソ大阪 味スタ DAZN

ヴァンフォーレ甲府 vs 清水エスパルス 中銀スタ DAZN
アルビレックス新潟 vs サンフレッチェ広島 デンカＳ DAZN
鹿島アントラーズ vs 大宮アルディージャ カシマ DAZN
浦和レッズ vs 柏レイソル 埼玉 DAZN

川崎フロンターレ vs 横浜Ｆ・マリノス 等々力 DAZN
ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸 吹田Ｓ DAZN

大宮アルディージャ vs ガンバ大阪 熊谷陸 DAZN
ＦＣ東京 vs ベガルタ仙台 味スタ DAZN

横浜Ｆ・マリノス vs 柏レイソル 日産ス DAZN
アルビレックス新潟 vs 鹿島アントラーズ デンカＳ DAZN
清水エスパルス vs 川崎フロンターレ アイスタ DAZN
ジュビロ磐田 vs 浦和レッズ エコパ DAZN
ヴィッセル神戸 vs 北海道コンサドーレ札幌 神戸ユ DAZN

サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪 Ｅスタ DAZN
サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府 ベアスタ DAZN

9/23(土・祝) 北海道コンサドーレ札幌 vs アルビレックス新潟 札幌ド DAZN
鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪 カシマ DAZN
浦和レッズ vs サガン鳥栖 埼玉 DAZN
柏レイソル vs ＦＣ東京 柏 DAZN

ヴァンフォーレ甲府 vs 横浜Ｆ・マリノス 中銀スタ DAZN
清水エスパルス vs サンフレッチェ広島 アイスタ DAZN
ジュビロ磐田 vs 大宮アルディージャ ヤマハ DAZN
セレッソ大阪 vs ベガルタ仙台 金鳥スタ DAZN
ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ ノエスタ DAZN
ベガルタ仙台 vs 浦和レッズ ユアスタ DAZN

大宮アルディージャ vs 清水エスパルス ＮＡＣＫ DAZN
柏レイソル vs ヴァンフォーレ甲府 柏 DAZN
ＦＣ東京 vs ジュビロ磐田 味スタ DAZN

川崎フロンターレ vs セレッソ大阪 等々力 DAZN
アルビレックス新潟 vs ヴィッセル神戸 デンカＳ DAZN

ガンバ大阪 vs 横浜Ｆ・マリノス 吹田Ｓ DAZN
サンフレッチェ広島 vs 北海道コンサドーレ札幌 Ｅスタ DAZN

サガン鳥栖 vs 鹿島アントラーズ ベアスタ DAZN
北海道コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル 札幌厚別 DAZN

鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島 カシマ DAZN
浦和レッズ vs ヴィッセル神戸 埼玉 DAZN

川崎フロンターレ vs ベガルタ仙台 等々力 DAZN
横浜Ｆ・マリノス vs 大宮アルディージャ 日産ス DAZN

ヴァンフォーレ甲府 vs ＦＣ東京 中銀スタ DAZN
清水エスパルス vs ジュビロ磐田 アイスタ DAZN
ガンバ大阪 vs アルビレックス新潟 吹田Ｓ DAZN
サガン鳥栖 vs セレッソ大阪 ベアスタ DAZN
ベガルタ仙台 vs 清水エスパルス ユアスタ DAZN
浦和レッズ vs ガンバ大阪 埼玉 DAZN

大宮アルディージャ vs 柏レイソル ＮＡＣＫ DAZN
ＦＣ東京 vs 北海道コンサドーレ札幌 味スタ DAZN

横浜Ｆ・マリノス vs 鹿島アントラーズ 日産ス DAZN
ジュビロ磐田 vs アルビレックス新潟 ヤマハ DAZN
セレッソ大阪 vs ヴァンフォーレ甲府 金鳥スタ DAZN
ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖 ノエスタ DAZN

サンフレッチェ広島 vs 川崎フロンターレ Ｅスタ DAZN
■追加情報につきましては随時発表いたします。 （録）：録画放送

※6 浦和がスルガ銀行チャンピオンシップ2017SAITAMAに出場のため、7月22日（土）に開催

※7 AFCチャンピオンズリーグ2017において出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が8月18日(金)に変更となる可能性があります

※8 AFCチャンピオンズリーグ2017において出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が8月27日(日)に変更となる可能性があります

※9 AFCチャンピオンズリーグ2017において出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が9月8日(金)に変更となる可能性があります
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２０１７明治安田生命Ｊ１リーグ 第３１節～第３４節

節 開催日 キックオフ 対戦カード スタジアム インターネット中継・TV放送

10/29(日) 柏レイソル vs 川崎フロンターレ 柏 DAZN

ＦＣ東京 vs 清水エスパルス 味スタ DAZN
ヴァンフォーレ甲府 vs ヴィッセル神戸 中銀スタ DAZN

アルビレックス新潟 vs サガン鳥栖 デンカＳ DAZN
ジュビロ磐田 vs 横浜Ｆ・マリノス エコパ DAZN

ガンバ大阪 vs ベガルタ仙台 吹田Ｓ DAZN

セレッソ大阪 vs 大宮アルディージャ 金鳥スタ DAZN
サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ Ｅスタ DAZN

未定 北海道コンサドーレ札幌 vs 鹿島アントラーズ 未定 DAZN
11/18(土) ベガルタ仙台 vs 大宮アルディージャ ユアスタ DAZN

柏レイソル vs ジュビロ磐田 柏 DAZN
横浜Ｆ・マリノス vs セレッソ大阪 日産ス DAZN

アルビレックス新潟 vs ヴァンフォーレ甲府 デンカＳ DAZN

清水エスパルス vs 北海道コンサドーレ札幌 アイスタ DAZN
ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島 未定 DAZN

サガン鳥栖 vs ＦＣ東京 ベアスタ DAZN
鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ カシマ DAZN

川崎フロンターレ vs ガンバ大阪 等々力 DAZN

11/26(日) ベガルタ仙台 vs 横浜Ｆ・マリノス ユアスタ DAZN
大宮アルディージャ vs ヴァンフォーレ甲府 ＮＡＣＫ DAZN

清水エスパルス vs アルビレックス新潟 アイスタ DAZN
セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸 ヤンマー DAZN

サンフレッチェ広島 vs ＦＣ東京 Ｅスタ DAZN

サガン鳥栖 vs ジュビロ磐田 ベアスタ DAZN
鹿島アントラーズ vs 柏レイソル カシマ DAZN

浦和レッズ vs 川崎フロンターレ 埼玉 DAZN
ガンバ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌 吹田Ｓ DAZN

12/2(土) 北海道コンサドーレ札幌 vs サガン鳥栖 札幌ド DAZN

浦和レッズ vs 横浜Ｆ・マリノス 埼玉 DAZN

柏レイソル vs サンフレッチェ広島 柏 DAZN
ＦＣ東京 vs ガンバ大阪 味スタ DAZN

川崎フロンターレ vs 大宮アルディージャ 等々力 DAZN
ヴァンフォーレ甲府 vs ベガルタ仙台 中銀スタ DAZN
アルビレックス新潟 vs セレッソ大阪 デンカＳ DAZN
ジュビロ磐田 vs 鹿島アントラーズ ヤマハ DAZN
ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス 未定 DAZN

■追加情報につきましては随時発表いたします。

※10 AFCチャンピオンズリーグ2017において出場クラブが決勝に進出した場合、開催日が11月1日(水)または11月5日(日)に変更となる可能性があります

※11 AFCチャンピオンズリーグ2017において出場クラブが決勝に進出した場合、開催日が11月5日(日)または11月29日(水)に変更となる可能性があります
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