
２０１８明治安田生命Ｊ２リーグ 第１節～第７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（日） 13:00 アビスパ福岡 vs ＦＣ岐阜 レベスタ DAZN／福岡放送（録）
14:00 水戸ホーリーホック vs モンテディオ山形 Ｋｓスタ DAZN
14:00 栃木ＳＣ vs 大分トリニータ 栃木グ DAZN／とちぎテレビ（録）
14:00 東京ヴェルディ vs ジェフユナイテッド千葉 味スタ DAZN
14:00 横浜ＦＣ vs 松本山雅ＦＣ ニッパツ DAZN
14:00 カマタマーレ讃岐 vs アルビレックス新潟 ピカスタ DAZN
14:00 徳島ヴォルティス vs ファジアーノ岡山 鳴門大塚 DAZN／ＮＨＫ徳島
14:00 愛媛ＦＣ vs ツエーゲン金沢 ニンスタ DAZN／ＮＨＫ松山／南海放送（録）
15:00 京都サンガF.C. vs ＦＣ町田ゼルビア 西京極 DAZN／ＫＢＳ京都（録）
15:30 レノファ山口ＦＣ vs ロアッソ熊本 みらスタ DAZN／山口朝日放送
16:00 大宮アルディージャ vs ヴァンフォーレ甲府 ＮＡＣＫ DAZN

3/3（土） 14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 東京ヴェルディ 中銀スタ DAZN／山梨放送
15:00 アルビレックス新潟 vs 松本山雅ＦＣ デンカＳ DAZN／ＮＨＫ新潟／ＮＨＫ長野
15:00 ＦＣ岐阜 vs 横浜ＦＣ 長良川 DAZN
16:00 アビスパ福岡 vs 京都サンガF.C. レベスタ DAZN／ＮＨＫ福岡／ＮＨＫ京都

3/4（日） 13:00 ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス えがおＳ DAZN
14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 水戸ホーリーホック フクアリ DAZN
14:00 ＦＣ町田ゼルビア vs 大宮アルディージャ 町田 DAZN
14:00 ツエーゲン金沢 vs カマタマーレ讃岐 石川西部 DAZN
14:00 ファジアーノ岡山 vs 栃木ＳＣ Ｃスタ DAZN／テレビせとうち
15:00 レノファ山口ＦＣ vs 愛媛ＦＣ みらスタ DAZN
15:00 大分トリニータ vs モンテディオ山形 大銀ド DAZN／ＮＨＫ大分

3/10（土） 16:00 大宮アルディージャ vs 徳島ヴォルティス ＮＡＣＫ DAZN
3/11（日） 13:00 ロアッソ熊本 vs モンテディオ山形 えがおＳ DAZN

14:00 栃木ＳＣ vs レノファ山口ＦＣ 栃木グ DAZN
14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ＦＣ岐阜 フクアリ DAZN
14:00 東京ヴェルディ vs 松本山雅ＦＣ 味スタ DAZN
14:00 ＦＣ町田ゼルビア vs ヴァンフォーレ甲府 町田 DAZN
14:00 アルビレックス新潟 vs 京都サンガF.C. デンカＳ DAZN
14:00 ツエーゲン金沢 vs アビスパ福岡 石川西部 DAZN
14:00 ファジアーノ岡山 vs 大分トリニータ Ｃスタ DAZN
14:00 カマタマーレ讃岐 vs 水戸ホーリーホック ピカスタ DAZN
15:00 横浜ＦＣ vs 愛媛ＦＣ ニッパツ DAZN

3/17（土） 14:00 モンテディオ山形 vs ＦＣ町田ゼルビア ＮＤスタ DAZN
14:00 栃木ＳＣ vs カマタマーレ讃岐 栃木グ DAZN
14:00 横浜ＦＣ vs アルビレックス新潟 ニッパツ DAZN
14:00 徳島ヴォルティス vs ジェフユナイテッド千葉 鳴門大塚 DAZN
14:00 アビスパ福岡 vs ヴァンフォーレ甲府 レベスタ DAZN／テレビ西日本（録）
14:00 大分トリニータ vs 東京ヴェルディ 大銀ド DAZN
15:00 水戸ホーリーホック vs レノファ山口ＦＣ Ｋｓスタ DAZN
15:00 松本山雅ＦＣ vs ファジアーノ岡山 中銀スタ DAZN／信越放送
15:00 京都サンガF.C. vs ＦＣ岐阜 西京極 DAZN／ＫＢＳ京都（録）
16:00 大宮アルディージャ vs ツエーゲン金沢 ＮＡＣＫ DAZN
16:00 愛媛ＦＣ vs ロアッソ熊本 ニンスタ DAZN／南海放送（録）

3/21（水・祝） 13:00 ロアッソ熊本 vs 大宮アルディージャ えがおＳ DAZN
14:00 モンテディオ山形 vs 横浜ＦＣ ＮＤスタ DAZN
14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs カマタマーレ讃岐 フクアリ DAZN
14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 徳島ヴォルティス 中銀スタ DAZN
14:00 ＦＣ岐阜 vs 栃木ＳＣ 長良川 DAZN
14:00 大分トリニータ vs 水戸ホーリーホック 大銀ド DAZN
15:00 京都サンガF.C. vs ファジアーノ岡山 西京極 DAZN
15:00 レノファ山口ＦＣ vs ツエーゲン金沢 みらスタ DAZN
15:30 アルビレックス新潟 vs 愛媛ＦＣ デンカＳ DAZN
16:00 東京ヴェルディ vs アビスパ福岡 味スタ DAZN
18:00 ＦＣ町田ゼルビア vs 松本山雅ＦＣ 町田 DAZN

3/25（日） 14:00 水戸ホーリーホック vs 横浜ＦＣ Ｋｓスタ DAZN
14:00 栃木ＳＣ vs ロアッソ熊本 栃木グ DAZN
14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 京都サンガF.C. フクアリ DAZN
14:00 東京ヴェルディ vs モンテディオ山形 味スタ DAZN
14:00 アルビレックス新潟 vs 徳島ヴォルティス デンカＳ DAZN
14:00 ツエーゲン金沢 vs ＦＣ町田ゼルビア 石川西部 DAZN
14:00 ファジアーノ岡山 vs ヴァンフォーレ甲府 Ｃスタ DAZN
14:00 カマタマーレ讃岐 vs 大分トリニータ ピカスタ DAZN
15:00 レノファ山口ＦＣ vs 松本山雅ＦＣ みらスタ DAZN
16:00 大宮アルディージャ vs アビスパ福岡 ＮＡＣＫ DAZN
16:00 愛媛ＦＣ vs ＦＣ岐阜 ニンスタ DAZN／南海放送（録）

3/31（土） 13:00 モンテディオ山形 vs レノファ山口ＦＣ ＮＤスタ DAZN
15:00 京都サンガF.C. vs カマタマーレ讃岐 西京極 DAZN

4/1（日） 13:00 松本山雅ＦＣ vs 大宮アルディージャ 松本 DAZN／長野放送
13:00 ロアッソ熊本 vs アルビレックス新潟 えがおＳ DAZN
14:00 水戸ホーリーホック vs ＦＣ町田ゼルビア Ｋｓスタ DAZN
14:00 横浜ＦＣ vs ツエーゲン金沢 ニッパツ DAZN
14:00 ＦＣ岐阜 vs ヴァンフォーレ甲府 長良川 DAZN
14:00 ファジアーノ岡山 vs 愛媛ＦＣ Ｃスタ DAZN／山陽放送
14:00 徳島ヴォルティス vs 東京ヴェルディ 鳴門大塚 DAZN
14:00 アビスパ福岡 vs 栃木ＳＣ レベスタ DAZN
14:00 大分トリニータ vs ジェフユナイテッド千葉 大銀ド 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
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２０１８明治安田生命Ｊ２リーグ 第８節～第１４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

4/7（土） 14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 水戸ホーリーホック 中銀スタ DAZN
15:00 東京ヴェルディ vs ＦＣ岐阜 味スタ DAZN
15:00 京都サンガF.C. vs 大分トリニータ 西京極 DAZN
15:00 レノファ山口ＦＣ vs 大宮アルディージャ みらスタ DAZN

4/8（日） 14:00 栃木ＳＣ vs 徳島ヴォルティス 栃木グ DAZN／とちぎテレビ（録）
14:00 ＦＣ町田ゼルビア vs ロアッソ熊本 町田 DAZN
14:00 横浜ＦＣ vs アビスパ福岡 ニッパツ DAZN
14:00 松本山雅ＦＣ vs カマタマーレ讃岐 松本 DAZN
14:00 アルビレックス新潟 vs ファジアーノ岡山 デンカＳ DAZN
14:00 ツエーゲン金沢 vs ジェフユナイテッド千葉 石川西部 DAZN
14:00 愛媛ＦＣ vs モンテディオ山形 ニンスタ DAZN／あいテレビ／南海放送（録）

4/14（土） 14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 松本山雅ＦＣ 中銀スタ DAZN／ＮＨＫ甲府
14:00 アビスパ福岡 vs レノファ山口ＦＣ レベスタ DAZN
16:00 大宮アルディージャ vs ファジアーノ岡山 ＮＡＣＫ DAZN

4/15（日） 13:00 モンテディオ山形 vs 京都サンガF.C. ＮＤスタ DAZN
13:00 ロアッソ熊本 vs 東京ヴェルディ えがおＳ DAZN
14:00 水戸ホーリーホック vs ツエーゲン金沢 Ｋｓスタ DAZN
14:00 栃木ＳＣ vs アルビレックス新潟 栃木グ DAZN
14:00 ＦＣ岐阜 vs 徳島ヴォルティス 長良川 DAZN
14:00 カマタマーレ讃岐 vs 愛媛ＦＣ ピカスタ DAZN
14:00 大分トリニータ vs 横浜ＦＣ 大銀ド DAZN
15:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ＦＣ町田ゼルビア フクアリ DAZN

4/21（土） 15:00 東京ヴェルディ vs 水戸ホーリーホック 味フィ西 DAZN
15:00 京都サンガF.C. vs ロアッソ熊本 西京極 DAZN／ＮＨＫ京都／ＫＢＳ京都（録）
18:00 愛媛ＦＣ vs ヴァンフォーレ甲府 ニンスタ DAZN／南海放送（録）
19:00 ファジアーノ岡山 vs ＦＣ岐阜 Ｃスタ DAZN

4/22（日） 13:00 アルビレックス新潟 vs 大宮アルディージャ デンカＳ DAZN／テレビ新潟
13:00 アビスパ福岡 vs ジェフユナイテッド千葉 レベスタ DAZN／ＮＨＫ福岡
14:00 横浜ＦＣ vs 栃木ＳＣ ニッパツ DAZN
14:00 松本山雅ＦＣ vs モンテディオ山形 松本 DAZN
14:00 ツエーゲン金沢 vs 大分トリニータ 石川西部 DAZN
14:00 徳島ヴォルティス vs カマタマーレ讃岐 鳴門大塚 DAZN
15:00 ＦＣ町田ゼルビア vs レノファ山口ＦＣ 町田 DAZN

4/28（土） 14:00 モンテディオ山形 vs 栃木ＳＣ ＮＤスタ DAZN
14:00 水戸ホーリーホック vs 京都サンガF.C. Ｋｓスタ DAZN
14:00 横浜ＦＣ vs 徳島ヴォルティス ニッパツ DAZN
14:00 カマタマーレ讃岐 vs アビスパ福岡 ピカスタ DAZN／ＮＨＫ高松
14:00 大分トリニータ vs ＦＣ町田ゼルビア 大銀ド DAZN／テレビ大分
15:00 ＦＣ岐阜 vs ツエーゲン金沢 長良川 DAZN
15:00 レノファ山口ＦＣ vs アルビレックス新潟 みらスタ DAZN
16:00 大宮アルディージャ vs 東京ヴェルディ ＮＡＣＫ DAZN
17:00 愛媛ＦＣ vs 松本山雅ＦＣ ニンスタ DAZN／南海放送（録）
18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ジェフユナイテッド千葉 中銀スタ DAZN
19:00 ファジアーノ岡山 vs ロアッソ熊本 Ｃスタ DAZN

5/3（木・祝） 13:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ファジアーノ岡山 フクアリ DAZN
14:00 栃木ＳＣ vs 京都サンガF.C. 栃木グ DAZN
14:00 東京ヴェルディ vs ＦＣ町田ゼルビア 味スタ DAZN
14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs レノファ山口ＦＣ 中銀スタ DAZN
14:00 松本山雅ＦＣ vs 水戸ホーリーホック 松本 DAZN
14:00 ツエーゲン金沢 vs アルビレックス新潟 石川西部 DAZN
14:00 徳島ヴォルティス vs 愛媛ＦＣ 鳴門大塚 DAZN
14:00 アビスパ福岡 vs モンテディオ山形 レベスタ DAZN
14:00 ロアッソ熊本 vs ＦＣ岐阜 えがおＳ DAZN／熊本放送
14:00 大分トリニータ vs 大宮アルディージャ 大銀ド DAZN
15:00 カマタマーレ讃岐 vs 横浜ＦＣ ピカスタ DAZN／西日本放送

5/6（日） 13:00 モンテディオ山形 vs カマタマーレ讃岐 ＮＤスタ DAZN
13:00 ロアッソ熊本 vs ヴァンフォーレ甲府 えがおＳ DAZN
14:00 水戸ホーリーホック vs 徳島ヴォルティス Ｋｓスタ DAZN
14:00 東京ヴェルディ vs ツエーゲン金沢 味スタ DAZN
14:00 アルビレックス新潟 vs 大分トリニータ デンカＳ DAZN
15:00 京都サンガF.C. vs レノファ山口ＦＣ 西京極 DAZN
16:00 大宮アルディージャ vs ジェフユナイテッド千葉 ＮＡＣＫ DAZN
16:00 ＦＣ町田ゼルビア vs 横浜ＦＣ 町田 DAZN
16:00 ファジアーノ岡山 vs アビスパ福岡 Ｃスタ DAZN
16:00 愛媛ＦＣ vs 栃木ＳＣ ニンスタ DAZN／南海放送（録）
18:00 ＦＣ岐阜 vs 松本山雅ＦＣ 長良川 DAZN

5/12（土） 14:00 横浜ＦＣ vs ロアッソ熊本 ニッパツ DAZN
14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 栃木ＳＣ 中銀スタ DAZN／テレビ山梨
14:00 松本山雅ＦＣ vs ツエーゲン金沢 松本 DAZN／長野朝日放送
14:00 アビスパ福岡 vs 愛媛ＦＣ レベスタ DAZN
15:00 ジェフユナイテッド千葉 vs アルビレックス新潟 フクアリ DAZN
15:00 レノファ山口ＦＣ vs 東京ヴェルディ みらスタ DAZN
16:00 徳島ヴォルティス vs 京都サンガF.C. 鳴門大塚 DAZN

5/13（日） 14:00 モンテディオ山形 vs 大宮アルディージャ ＮＤスタ DAZN
14:00 水戸ホーリーホック vs ファジアーノ岡山 Ｋｓスタ DAZN
14:00 大分トリニータ vs ＦＣ岐阜 大銀ド DAZN
16:00 ＦＣ町田ゼルビア vs カマタマーレ讃岐 町田 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
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２０１８明治安田生命Ｊ２リーグ 第１５節～第２１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

5/18（金） 19:00 ファジアーノ岡山 vs 東京ヴェルディ Ｃスタ DAZN

5/19（土） 16:00 大宮アルディージャ vs ＦＣ岐阜 ＮＡＣＫ DAZN

5/20（日） 13:00 ロアッソ熊本 vs 水戸ホーリーホック 水前寺 DAZN

14:00 栃木ＳＣ vs ＦＣ町田ゼルビア 栃木グ DAZN

14:00 横浜ＦＣ vs ジェフユナイテッド千葉 ニッパツ DAZN

14:00 松本山雅ＦＣ vs アビスパ福岡 松本 DAZN

14:00 アルビレックス新潟 vs モンテディオ山形 デンカＳ DAZN

14:00 ツエーゲン金沢 vs 徳島ヴォルティス 石川西部 DAZN

14:00 カマタマーレ讃岐 vs ヴァンフォーレ甲府 ピカスタ DAZN

14:00 大分トリニータ vs レノファ山口ＦＣ 大銀ド DAZN

17:00 愛媛ＦＣ vs 京都サンガF.C. ニンスタ DAZN／南海放送（録）

5/26（土） 14:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 大分トリニータ 中銀スタ DAZN

15:00 ＦＣ岐阜 vs アルビレックス新潟 長良川 DAZN

15:00 京都サンガF.C. vs 横浜ＦＣ 西京極 DAZN／ＫＢＳ京都（録）

16:00 東京ヴェルディ vs 愛媛ＦＣ 味スタ DAZN

16:00 徳島ヴォルティス vs 松本山雅ＦＣ 鳴門大塚 DAZN

5/27（日） 14:00 モンテディオ山形 vs ツエーゲン金沢 ＮＤスタ DAZN

14:00 水戸ホーリーホック vs アビスパ福岡 Ｋｓスタ DAZN

14:00 栃木ＳＣ vs 大宮アルディージャ 栃木グ DAZN

15:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ロアッソ熊本 フクアリ DAZN

15:00 レノファ山口ＦＣ vs カマタマーレ讃岐 下関 DAZN

16:00 ＦＣ町田ゼルビア vs ファジアーノ岡山 町田 DAZN

6/2（土） 14:00 アビスパ福岡 vs 徳島ヴォルティス レベスタ DAZN

15:00 ＦＣ岐阜 vs 水戸ホーリーホック 長良川 DAZN

16:00 大宮アルディージャ vs カマタマーレ讃岐 ＮＡＣＫ DAZN

16:00 ＦＣ町田ゼルビア vs 愛媛ＦＣ 町田 DAZN

17:00 ジェフユナイテッド千葉 vs レノファ山口ＦＣ フクアリ DAZN

19:00 ツエーゲン金沢 vs 京都サンガF.C. 石川西部 DAZN

19:00 ファジアーノ岡山 vs モンテディオ山形 Ｃスタ DAZN

6/3（日） 13:00 松本山雅ＦＣ vs 栃木ＳＣ 松本 DAZN／テレビ信州

14:00 横浜ＦＣ vs 東京ヴェルディ ニッパツ DAZN

14:00 大分トリニータ vs ロアッソ熊本 大銀ド DAZN

6/2（土） 14:30

 or

6/20（水） 19:00

6/9（土） 15:00 京都サンガF.C. vs 松本山雅ＦＣ 西京極 DAZN

19:00 レノファ山口ＦＣ vs ファジアーノ岡山 みらスタ DAZN

6/10（日） 14:00 モンテディオ山形 vs ジェフユナイテッド千葉 ＮＤスタ DAZN

14:00 栃木ＳＣ vs 水戸ホーリーホック 栃木グ DAZN

14:00 カマタマーレ讃岐 vs ＦＣ岐阜 ピカスタ DAZN

14:00 ロアッソ熊本 vs アビスパ福岡 水前寺 DAZN

16:00 大宮アルディージャ vs 横浜ＦＣ ＮＡＣＫ DAZN

16:00 徳島ヴォルティス vs ＦＣ町田ゼルビア 鳴門大塚 DAZN

16:00 愛媛ＦＣ vs 大分トリニータ ニンスタ DAZN／南海放送（録）

6/9（土） 16:00

or

7/4（水） 19:00

6/10（日） 14:00

or

7/4（水） 19:00

6/16（土） 18:00 水戸ホーリーホック vs 大宮アルディージャ Ｋｓスタ DAZN

18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 愛媛ＦＣ フクアリ DAZN

18:00 東京ヴェルディ vs 京都サンガF.C. 味スタ DAZN

18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs モンテディオ山形 中銀スタ DAZN

18:00 松本山雅ＦＣ vs 大分トリニータ 松本 DAZN

18:00 アビスパ福岡 vs アルビレックス新潟 レベスタ DAZN

19:00 ツエーゲン金沢 vs 栃木ＳＣ 石川西部 DAZN

19:00 徳島ヴォルティス vs レノファ山口ＦＣ 鳴門大塚 DAZN

19:00 ロアッソ熊本 vs カマタマーレ讃岐 えがおＳ DAZN

6/17（日） 18:00 ＦＣ岐阜 vs ＦＣ町田ゼルビア 長良川 DAZN

18:00 ファジアーノ岡山 vs 横浜ＦＣ Ｃスタ DAZN

6/23（土） 18:00 東京ヴェルディ vs 栃木ＳＣ 味スタ DAZN

18:00 松本山雅ＦＣ vs ジェフユナイテッド千葉 松本 DAZN

18:00 ＦＣ岐阜 vs レノファ山口ＦＣ 長良川 DAZN

18:00 京都サンガF.C. vs 大宮アルディージャ 西京極 DAZN／ＫＢＳ京都
18:00 カマタマーレ讃岐 vs ファジアーノ岡山 ピカスタ DAZN

19:00 モンテディオ山形 vs 徳島ヴォルティス ＮＤスタ DAZN

19:00 ツエーゲン金沢 vs ロアッソ熊本 石川西部 DAZN

19:00 愛媛ＦＣ vs 水戸ホーリーホック ニンスタ DAZN／南海放送（録）

19:00 大分トリニータ vs アビスパ福岡 大銀ド DAZN
6/24（日） 14:00 横浜ＦＣ vs ヴァンフォーレ甲府 ニッパツ DAZN

18:00 ＦＣ町田ゼルビア vs アルビレックス新潟 町田 DAZN

6/30（土） 18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 京都サンガF.C. 中銀スタ DAZN

18:00 カマタマーレ讃岐 vs 東京ヴェルディ ピカスタ DAZN

18:00 アビスパ福岡 vs ＦＣ町田ゼルビア レベスタ DAZN

19:00 モンテディオ山形 vs ＦＣ岐阜 ＮＤスタ DAZN

19:00 栃木ＳＣ vs ジェフユナイテッド千葉 栃木グ DAZN

19:00 大宮アルディージャ vs 愛媛ＦＣ ＮＡＣＫ DAZN

19:00 アルビレックス新潟 vs 水戸ホーリーホック デンカＳ DAZN

19:00 徳島ヴォルティス vs 大分トリニータ 鳴門大塚 DAZN

19:00 ロアッソ熊本 vs 松本山雅ＦＣ えがおＳ DAZN

7/1（日） 18:00 ファジアーノ岡山 vs ツエーゲン金沢 Ｃスタ DAZN

19:00 レノファ山口ＦＣ vs 横浜ＦＣ みらスタ 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 「新潟vs甲府」について、両チームもしくはいずれかのチームが２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップ　プレーオフステージに進出した場合、6月20日（水）に開催

両チームともに２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップ　プレーオフステージに進出しなかった場合、6月2日（土）に開催となります

※2 「甲府vs金沢」について、甲府が２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップ　プレーオフステージに進出した場合、7月4日（水）に開催

２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップ　プレーオフステージに進出しなかった場合、6月9日（土）に開催となります

※3 「新潟vs東京Ｖ」について、新潟が２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップ　プレーオフステージに進出した場合、7月4日（水）に開催

２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップ　プレーオフステージに進出しなかった場合、6月10日（日）に開催となります

vs

19

15

16

17

アルビレックス新潟

20

21

デンカＳ DAZN

18

ヴァンフォーレ甲府

アルビレックス新潟 vs 東京ヴェルディ デンカＳ DAZN

DAZN

ヴァンフォーレ甲府

中銀スタツエーゲン金沢vs

※1

※2

※3



２０１８明治安田生命Ｊ２リーグ 第２２節～第２８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

7/7（土） 18:00 水戸ホーリーホック vs カマタマーレ讃岐 Ｋｓスタ DAZN
18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 大宮アルディージャ フクアリ DAZN
18:00 東京ヴェルディ vs ファジアーノ岡山 味スタ DAZN
18:00 ＦＣ町田ゼルビア vs 栃木ＳＣ 町田 DAZN
18:00 横浜ＦＣ vs モンテディオ山形 ニッパツ DAZN
18:00 松本山雅ＦＣ vs アルビレックス新潟 松本 DAZN
18:00 京都サンガF.C. vs アビスパ福岡 西京極 DAZN
19:00 ツエーゲン金沢 vs レノファ山口ＦＣ 石川西部 DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs ロアッソ熊本 鳴門大塚 DAZN
19:00 大分トリニータ vs ヴァンフォーレ甲府 大銀ド DAZN

7/8（日） 18:00 ＦＣ岐阜 vs 愛媛ＦＣ 長良川 DAZN
7/15（日） 18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ツエーゲン金沢 フクアリ DAZN

18:00 東京ヴェルディ vs レノファ山口ＦＣ 味スタ DAZN
18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ＦＣ岐阜 中銀スタ DAZN
18:00 アビスパ福岡 vs カマタマーレ讃岐 レベスタ DAZN
19:00 栃木ＳＣ vs モンテディオ山形 栃木グ DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs 大分トリニータ ＮＡＣＫ DAZN
19:00 アルビレックス新潟 vs 横浜ＦＣ デンカＳ DAZN
19:00 愛媛ＦＣ vs 徳島ヴォルティス ニンスタ DAZN／南海放送（録）

7/16（月・祝） 18:00 京都サンガF.C. vs 水戸ホーリーホック 西京極 DAZN
19:00 ファジアーノ岡山 vs 松本山雅ＦＣ Ｃスタ DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs ＦＣ町田ゼルビア えがおＳ DAZN

7/21（土） 18:00 ＦＣ町田ゼルビア vs ツエーゲン金沢 町田 DAZN
18:00 横浜ＦＣ vs ＦＣ岐阜 ニッパツ DAZN
18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ロアッソ熊本 中銀スタ DAZN
18:00 松本山雅ＦＣ vs 京都サンガF.C. 松本 DAZN
18:00 カマタマーレ讃岐 vs ジェフユナイテッド千葉 ピカスタ DAZN
18:00 アビスパ福岡 vs 東京ヴェルディ レベスタ DAZN
19:00 モンテディオ山形 vs アルビレックス新潟 ＮＤスタ DAZN
19:00 レノファ山口ＦＣ vs 水戸ホーリーホック みらスタ DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs 大宮アルディージャ 鳴門大塚 DAZN
19:00 愛媛ＦＣ vs ファジアーノ岡山 ニンスタ DAZN／南海放送（録）
19:00 大分トリニータ vs 栃木ＳＣ 大銀ド DAZN

7/25（水） 19:00 モンテディオ山形 vs ファジアーノ岡山 ＮＤスタ DAZN
19:00 水戸ホーリーホック vs 栃木ＳＣ Ｋｓスタ DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs 松本山雅ＦＣ ＮＡＣＫ DAZN
19:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ヴァンフォーレ甲府 フクアリ DAZN
19:00 ＦＣ町田ゼルビア vs 京都サンガF.C. 町田 DAZN
19:00 ツエーゲン金沢 vs 横浜ＦＣ 石川西部 DAZN
19:00 ＦＣ岐阜 vs カマタマーレ讃岐 長良川 DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs アビスパ福岡 鳴門大塚 DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs レノファ山口ＦＣ えがおＳ DAZN
19:00 大分トリニータ vs 愛媛ＦＣ 大銀ド DAZN
19:30 東京ヴェルディ vs アルビレックス新潟 味スタ DAZN

7/29（日） 18:00 水戸ホーリーホック vs 愛媛ＦＣ Ｋｓスタ DAZN
18:00 栃木ＳＣ vs ツエーゲン金沢 栃木グ DAZN
18:00 松本山雅ＦＣ vs ヴァンフォーレ甲府 松本 DAZN
18:00 アルビレックス新潟 vs ジェフユナイテッド千葉 デンカＳ DAZN
18:00 ＦＣ岐阜 vs 大分トリニータ 長良川 DAZN
18:00 京都サンガF.C. vs 東京ヴェルディ 西京極 DAZN／ＫＢＳ京都
18:00 ファジアーノ岡山 vs 徳島ヴォルティス Ｃスタ DAZN
18:00 カマタマーレ讃岐 vs モンテディオ山形 ピカスタ DAZN
18:00 アビスパ福岡 vs 横浜ＦＣ レベスタ DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs ロアッソ熊本 ＮＡＣＫ DAZN
19:00 レノファ山口ＦＣ vs ＦＣ町田ゼルビア みらスタ DAZN

8/4（土） 18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 松本山雅ＦＣ フクアリ DAZN
18:00 東京ヴェルディ vs 大宮アルディージャ 味スタ DAZN
18:00 横浜ＦＣ vs ＦＣ町田ゼルビア ニッパツ DAZN
18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs アビスパ福岡 中銀スタ DAZN
18:00 京都サンガF.C. vs モンテディオ山形 西京極 DAZN
19:00 栃木ＳＣ vs ＦＣ岐阜 栃木グ DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs 水戸ホーリーホック 鳴門大塚 DAZN
19:00 愛媛ＦＣ vs レノファ山口ＦＣ ニンスタ DAZN／南海放送（録）

8/5（日） 18:00 ファジアーノ岡山 vs カマタマーレ讃岐 Ｃスタ DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs ツエーゲン金沢 えがおＳ DAZN
19:00 大分トリニータ vs アルビレックス新潟 大銀ド DAZN

8/11（土・祝） 18:00 モンテディオ山形 vs 東京ヴェルディ ＮＤスタ DAZN
18:00 ＦＣ岐阜 vs 京都サンガF.C. 長良川 DAZN
18:00 カマタマーレ讃岐 vs 松本山雅ＦＣ ピカスタ DAZN
18:00 アビスパ福岡 vs 水戸ホーリーホック レベスタ DAZN
19:00 アルビレックス新潟 vs 栃木ＳＣ デンカＳ DAZN
19:00 ツエーゲン金沢 vs ヴァンフォーレ甲府 石川西部 DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs 横浜ＦＣ えがおＳ DAZN
19:00 大分トリニータ vs ファジアーノ岡山 大銀ド DAZN

8/12（日） 19:00 ＦＣ町田ゼルビア vs ジェフユナイテッド千葉 町田 DAZN
19:00 レノファ山口ＦＣ vs 徳島ヴォルティス みらスタ DAZN
19:30 愛媛ＦＣ vs 大宮アルディージャ ニンスタ DAZN／南海放送（録）

■追加情報につきましては随時発表いたします。

28

22

23

24

25

26

27



２０１８明治安田生命Ｊ２リーグ 第２９節～第３５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

8/18（土） 18:00 水戸ホーリーホック vs ジェフユナイテッド千葉 Ｋｓスタ DAZN
18:00 東京ヴェルディ vs 大分トリニータ 味スタ DAZN
18:00 横浜ＦＣ vs カマタマーレ讃岐 ニッパツ DAZN
18:00 ヴァンフォーレ甲府 vs 愛媛ＦＣ 中銀スタ DAZN
19:00 栃木ＳＣ vs アビスパ福岡 栃木グ 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 松本山雅ＦＣ vs ＦＣ町田ゼルビア 松本 DAZN
19:00 ツエーゲン金沢 vs ファジアーノ岡山 石川西部 DAZN
19:00 レノファ山口ＦＣ vs 京都サンガF.C. みらスタ DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs モンテディオ山形 鳴門大塚 DAZN

8/19（日） 18:00 ＦＣ岐阜 vs ロアッソ熊本 長良川 DAZN
8/25（土） 18:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 東京ヴェルディ フクアリ DAZN

18:00 松本山雅ＦＣ vs 横浜ＦＣ 松本 DAZN
18:00 京都サンガF.C. vs ヴァンフォーレ甲府 西京極 DAZN／ＫＢＳ京都
18:00 カマタマーレ讃岐 vs ツエーゲン金沢 ピカスタ DAZN
19:00 モンテディオ山形 vs 愛媛ＦＣ ＮＤスタ DAZN
19:00 大分トリニータ vs 徳島ヴォルティス 大銀ド DAZN

8/26（日） 18:00 ＦＣ町田ゼルビア vs ＦＣ岐阜 町田 DAZN
18:00 アルビレックス新潟 vs アビスパ福岡 デンカＳ DAZN
18:00 ファジアーノ岡山 vs 水戸ホーリーホック Ｃスタ DAZN
19:00 大宮アルディージャ vs レノファ山口ＦＣ ＮＡＣＫ DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs 栃木ＳＣ えがおＳ DAZN

9/1（土） モンテディオ山形 vs ロアッソ熊本 ＮＤスタ DAZN
水戸ホーリーホック vs 松本山雅ＦＣ Ｋｓスタ DAZN

栃木ＳＣ vs ファジアーノ岡山 栃木グ DAZN
横浜ＦＣ vs 京都サンガF.C. ニッパツ DAZN

ヴァンフォーレ甲府 vs ＦＣ町田ゼルビア 中銀スタ DAZN
ツエーゲン金沢 vs 東京ヴェルディ 石川西部 DAZN
ＦＣ岐阜 vs 大宮アルディージャ 長良川 DAZN

レノファ山口ＦＣ vs ジェフユナイテッド千葉 みらスタ DAZN
カマタマーレ讃岐 vs 徳島ヴォルティス ピカスタ DAZN

愛媛ＦＣ vs アルビレックス新潟 ニンスタ DAZN
アビスパ福岡 vs 大分トリニータ レベスタ DAZN

9/8（土） 東京ヴェルディ vs 横浜ＦＣ 味スタ DAZN
京都サンガF.C. vs ツエーゲン金沢 西京極 DAZN
徳島ヴォルティス vs 栃木ＳＣ 鳴門大塚 DAZN

愛媛ＦＣ vs カマタマーレ讃岐 ニンスタ DAZN
アビスパ福岡 vs 松本山雅ＦＣ レベスタ DAZN
ロアッソ熊本 vs 大分トリニータ えがおＳ DAZN

9/9（日） ＦＣ町田ゼルビア vs 水戸ホーリーホック 町田 DAZN
ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉 Ｃスタ DAZN
レノファ山口ＦＣ vs モンテディオ山形 みらスタ DAZN

9/8（土） ヴァンフォーレ甲府 vs 大宮アルディージャ 中銀スタ DAZN
アルビレックス新潟 vs ＦＣ岐阜 デンカＳ DAZN

9/15（土） モンテディオ山形 vs ヴァンフォーレ甲府 ＮＤスタ DAZN
栃木ＳＣ vs 愛媛ＦＣ 栃木グ DAZN

大宮アルディージャ vs ＦＣ町田ゼルビア 熊谷陸 DAZN
松本山雅ＦＣ vs レノファ山口ＦＣ 松本 DAZN

アルビレックス新潟 vs ツエーゲン金沢 デンカＳ DAZN
ファジアーノ岡山 vs 京都サンガF.C. Ｃスタ DAZN
徳島ヴォルティス vs ＦＣ岐阜 鳴門大塚 DAZN
大分トリニータ vs カマタマーレ讃岐 大銀ド DAZN

9/16（日） ジェフユナイテッド千葉 vs アビスパ福岡 フクアリ DAZN
東京ヴェルディ vs ロアッソ熊本 味スタ DAZN
横浜ＦＣ vs 水戸ホーリーホック ニッパツ DAZN

9/22（土） ＦＣ町田ゼルビア vs 徳島ヴォルティス 町田 DAZN
ヴァンフォーレ甲府 vs ファジアーノ岡山 中銀スタ DAZN
ツエーゲン金沢 vs モンテディオ山形 石川西部 DAZN
京都サンガF.C. vs 栃木ＳＣ 西京極 DAZN
レノファ山口ＦＣ vs 大分トリニータ みらスタ DAZN
愛媛ＦＣ vs アビスパ福岡 ニンスタ DAZN

9/23（日・祝） 水戸ホーリーホック vs アルビレックス新潟 Ｋｓスタ DAZN
ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜ＦＣ フクアリ DAZN

松本山雅ＦＣ vs ロアッソ熊本 松本 DAZN
ＦＣ岐阜 vs 東京ヴェルディ 長良川 DAZN

カマタマーレ讃岐 vs 大宮アルディージャ ピカスタ DAZN
9/29（土） 水戸ホーリーホック vs 大分トリニータ Ｋｓスタ DAZN

ファジアーノ岡山 vs アルビレックス新潟 Ｃスタ DAZN
愛媛ＦＣ vs ジェフユナイテッド千葉 ニンスタ DAZN

アビスパ福岡 vs 大宮アルディージャ レベスタ DAZN
9/30（日） モンテディオ山形 vs 松本山雅ＦＣ ＮＤスタ DAZN

栃木ＳＣ vs 東京ヴェルディ 栃木グ DAZN
横浜ＦＣ vs レノファ山口ＦＣ ニッパツ DAZN

ツエーゲン金沢 vs ＦＣ岐阜 石川西部 DAZN
カマタマーレ讃岐 vs ＦＣ町田ゼルビア ピカスタ DAZN
徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府 鳴門大塚 DAZN
ロアッソ熊本 vs 京都サンガF.C. えがおＳ DAZN

■追加情報につきましては随時発表いたします。

※4 ２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップにおいて出場クラブがノックアウトステージに進出した場合、開催日が9月19日（水）に変更となる可能性があります
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２０１８明治安田生命Ｊ２リーグ 第３６節～第４２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

10/6（土） 大宮アルディージャ vs 水戸ホーリーホック ＮＡＣＫ DAZN
東京ヴェルディ vs ヴァンフォーレ甲府 味スタ DAZN
松本山雅ＦＣ vs 愛媛ＦＣ 松本 DAZN

アルビレックス新潟 vs カマタマーレ讃岐 デンカＳ DAZN
アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山 レベスタ DAZN

10/7（日） 栃木ＳＣ vs 横浜ＦＣ 栃木グ DAZN
ＦＣ町田ゼルビア vs モンテディオ山形 町田 DAZN
レノファ山口ＦＣ vs ＦＣ岐阜 下関 DAZN
徳島ヴォルティス vs ツエーゲン金沢 鳴門大塚 DAZN
ロアッソ熊本 vs ジェフユナイテッド千葉 えがおＳ DAZN
大分トリニータ vs 京都サンガF.C. 大銀ド DAZN

10/13（土） 大宮アルディージャ vs 栃木ＳＣ ＮＡＣＫ DAZN
ＦＣ岐阜 vs ファジアーノ岡山 長良川 DAZN

京都サンガF.C. vs 徳島ヴォルティス 西京極 DAZN
レノファ山口ＦＣ vs アビスパ福岡 みらスタ DAZN
愛媛ＦＣ vs 横浜ＦＣ ニンスタ DAZN

10/14（日） 水戸ホーリーホック vs 東京ヴェルディ Ｋｓスタ DAZN
ジェフユナイテッド千葉 vs モンテディオ山形 フクアリ DAZN
ＦＣ町田ゼルビア vs 大分トリニータ 町田 DAZN
ツエーゲン金沢 vs 松本山雅ＦＣ 石川西部 DAZN
カマタマーレ讃岐 vs ロアッソ熊本 ピカスタ DAZN

10/13（土） ヴァンフォーレ甲府 vs アルビレックス新潟 中銀スタ DAZN

10/20（土） 京都サンガF.C. vs アルビレックス新潟 西京極 DAZN
10/21（日） モンテディオ山形 vs アビスパ福岡 ＮＤスタ DAZN

水戸ホーリーホック vs ロアッソ熊本 Ｋｓスタ DAZN
栃木ＳＣ vs ヴァンフォーレ甲府 栃木グ DAZN

ジェフユナイテッド千葉 vs 大分トリニータ フクアリ DAZN
東京ヴェルディ vs 徳島ヴォルティス 味スタ DAZN
横浜ＦＣ vs 大宮アルディージャ ニッパツ DAZN

松本山雅ＦＣ vs ＦＣ岐阜 松本 DAZN
ツエーゲン金沢 vs 愛媛ＦＣ 石川西部 DAZN
ファジアーノ岡山 vs ＦＣ町田ゼルビア Ｃスタ DAZN
カマタマーレ讃岐 vs レノファ山口ＦＣ ピカスタ DAZN

10/28（日） モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック ＮＤスタ DAZN
大宮アルディージャ vs 京都サンガF.C. ＮＡＣＫ DAZN

ＦＣ岐阜 vs ジェフユナイテッド千葉 長良川 DAZN
レノファ山口ＦＣ vs 栃木ＳＣ みらスタ DAZN
徳島ヴォルティス vs 横浜ＦＣ 鳴門大塚 DAZN

愛媛ＦＣ vs 東京ヴェルディ ニンスタ DAZN
アビスパ福岡 vs ツエーゲン金沢 レベスタ DAZN
ロアッソ熊本 vs ファジアーノ岡山 えがおＳ DAZN
大分トリニータ vs 松本山雅ＦＣ 大銀ド DAZN

10/28（日） ヴァンフォーレ甲府 vs カマタマーレ讃岐 中銀スタ DAZN
アルビレックス新潟 vs ＦＣ町田ゼルビア デンカＳ DAZN

11/3（土・祝） アルビレックス新潟 vs ロアッソ熊本 デンカＳ DAZN
11/4（日） 水戸ホーリーホック vs ヴァンフォーレ甲府 Ｋｓスタ DAZN

ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス フクアリ DAZN
ＦＣ町田ゼルビア vs アビスパ福岡 町田 DAZN

横浜ＦＣ vs 大分トリニータ ニッパツ DAZN
松本山雅ＦＣ vs 東京ヴェルディ 松本 DAZN
ツエーゲン金沢 vs 大宮アルディージャ 石川西部 DAZN
ＦＣ岐阜 vs モンテディオ山形 長良川 DAZN

京都サンガF.C. vs 愛媛ＦＣ 西京極 DAZN
ファジアーノ岡山 vs レノファ山口ＦＣ Ｃスタ DAZN
カマタマーレ讃岐 vs 栃木ＳＣ ピカスタ DAZN

11/10（土） 大宮アルディージャ vs モンテディオ山形 ＮＡＣＫ DAZN
横浜ＦＣ vs ファジアーノ岡山 ニッパツ DAZN

京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉 西京極 DAZN
大分トリニータ vs ツエーゲン金沢 大銀ド DAZN

11/11（日） 水戸ホーリーホック vs ＦＣ岐阜 Ｋｓスタ DAZN
栃木ＳＣ vs 松本山雅ＦＣ 栃木グ DAZN

東京ヴェルディ vs カマタマーレ讃岐 味スタ DAZN
レノファ山口ＦＣ vs ヴァンフォーレ甲府 みらスタ DAZN
徳島ヴォルティス vs アルビレックス新潟 鳴門大塚 DAZN

愛媛ＦＣ vs ＦＣ町田ゼルビア ニンスタ DAZN
アビスパ福岡 vs ロアッソ熊本 レベスタ DAZN

11/17（土） モンテディオ山形 vs 大分トリニータ ＮＤスタ DAZN
ジェフユナイテッド千葉 vs 栃木ＳＣ フクアリ DAZN
ＦＣ町田ゼルビア vs 東京ヴェルディ 町田 DAZN
ヴァンフォーレ甲府 vs 横浜ＦＣ 中銀スタ DAZN
松本山雅ＦＣ vs 徳島ヴォルティス 松本 DAZN

アルビレックス新潟 vs レノファ山口ＦＣ デンカＳ DAZN
ツエーゲン金沢 vs 水戸ホーリーホック 石川西部 DAZN
ＦＣ岐阜 vs アビスパ福岡 長良川 DAZN

ファジアーノ岡山 vs 大宮アルディージャ Ｃスタ DAZN
カマタマーレ讃岐 vs 京都サンガF.C. ピカスタ DAZN
ロアッソ熊本 vs 愛媛ＦＣ えがおＳ DAZN

■追加情報につきましては随時発表いたします。

※5 ２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップにおいて出場クラブが準決勝に進出した場合、開催日が10月3日（水）もしくは10月17日（水）に変更となる可能性があります

※6 ２０１８ＪリーグYBCルヴァンカップにおいて出場クラブが決勝に進出した場合、開催日が10月31日（水）に変更となる可能性があります

42

36

37

38

39

40

41

※5

※6


