
２０２１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
2/26（金） 19:00 川崎フロンターレ vs 横浜Ｆ・マリノス 等々力 DAZN
2/27（土） 14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜ＦＣ 札幌ド DAZN

14:00 浦和レッズ vs ＦＣ東京 埼玉 DAZN
14:00 サンフレッチェ広島 vs ベガルタ仙台 Ｅスタ DAZN
14:00 大分トリニータ vs 徳島ヴォルティス 昭和電ド DAZN
15:00 鹿島アントラーズ vs 清水エスパルス カシマ DAZN
15:00 湘南ベルマーレ vs サガン鳥栖 レモンＳ DAZN
16:00 セレッソ大阪 vs 柏レイソル ヤンマー DAZN
17:00 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪 ノエスタ DAZN

2/28（日） 13:00 アビスパ福岡 vs 名古屋グランパス ベススタ DAZN
3/6（土） 14:00 ベガルタ仙台 vs 川崎フロンターレ ユアスタ DAZN／仙台放送

14:00 ＦＣ東京 vs セレッソ大阪 味スタ DAZN
14:00 清水エスパルス vs アビスパ福岡 アイスタ DAZN／テレビ静岡
14:00 徳島ヴォルティス vs ヴィッセル神戸 鳴門大塚 DAZN
15:00 横浜ＦＣ vs 大分トリニータ ニッパツ DAZN
15:00 サガン鳥栖 vs 浦和レッズ 駅スタ DAZN
16:00 柏レイソル vs 湘南ベルマーレ 三協Ｆ柏 DAZN
16:00 名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌 豊田ス DAZN
16:00 ガンバ大阪 vs 鹿島アントラーズ パナスタ DAZN

3/7（日） 13:00 横浜Ｆ・マリノス vs サンフレッチェ広島 日産ス DAZN
3/10（水） 18:00 アビスパ福岡 vs 横浜Ｆ・マリノス ベススタ DAZN

19:00 鹿島アントラーズ vs 湘南ベルマーレ カシマ DAZN
19:00 柏レイソル vs 名古屋グランパス 三協Ｆ柏 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 徳島ヴォルティス 等々力 DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs 大分トリニータ パナスタ DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs 清水エスパルス ヤンマー DAZN
19:00 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
19:00 サガン鳥栖 vs ベガルタ仙台 駅スタ DAZN
19:30 浦和レッズ vs 横浜ＦＣ 埼玉 DAZN

3/13（土） 14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ガンバ大阪 札幌ド DAZN／札幌テレビ
14:00 横浜ＦＣ vs セレッソ大阪 ニッパツ DAZN
14:00 徳島ヴォルティス vs アビスパ福岡 鳴門大塚 DAZN
15:00 湘南ベルマーレ vs ベガルタ仙台 レモンＳ DAZN
16:00 鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島 カシマ DAZN
17:00 川崎フロンターレ vs 柏レイソル 等々力 DAZN
18:00 ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス ノエスタ DAZN

3/14（日） 13:00 横浜Ｆ・マリノス vs 浦和レッズ 日産ス DAZN
14:00 清水エスパルス vs サガン鳥栖 アイスタ DAZN／静岡放送
15:00 大分トリニータ vs ＦＣ東京 昭和電ド DAZN

3/17（水） 18:00 アビスパ福岡 vs 鹿島アントラーズ ベススタ DAZN
19:00 ベガルタ仙台 vs ガンバ大阪 ユアスタ DAZN
19:00 ＦＣ東京 vs 湘南ベルマーレ 味スタ DAZN
19:00 横浜Ｆ・マリノス vs 徳島ヴォルティス ニッパツ DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs 大分トリニータ ヤンマー DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ ノエスタ DAZN
19:00 サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス Ｅスタ DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs 柏レイソル 駅スタ DAZN
19:30 浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌 埼玉 DAZN
19:30 名古屋グランパス vs 横浜ＦＣ 豊田ス DAZN

3/20（土・祝） 14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ヴィッセル神戸 札幌ド DAZN
3/21（日） 13:00 ＦＣ東京 vs ベガルタ仙台 味スタ DAZN

14:00 ガンバ大阪 vs 横浜Ｆ・マリノス パナスタ DAZN
14:00 徳島ヴォルティス vs 横浜ＦＣ 鳴門大塚 DAZN
14:00 サガン鳥栖 vs アビスパ福岡 駅スタ DAZN
14:00 大分トリニータ vs サンフレッチェ広島 昭和電ド DAZN
15:00 浦和レッズ vs 川崎フロンターレ 埼玉 DAZN
15:00 湘南ベルマーレ vs セレッソ大阪 レモンＳ DAZN
16:00 鹿島アントラーズ vs 名古屋グランパス カシマ DAZN
16:00 柏レイソル vs 清水エスパルス 三協Ｆ柏 DAZN

4/2（金） 19:00 セレッソ大阪 vs サガン鳥栖 ヤンマー DAZN
4/3（土） 13:00 横浜Ｆ・マリノス vs 湘南ベルマーレ 日産ス DAZN

14:00 ベガルタ仙台 vs ヴィッセル神戸 ユアスタ DAZN
14:00 名古屋グランパス vs ＦＣ東京 豊田ス DAZN
14:00 サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪 Ｅスタ DAZN
14:00 アビスパ福岡 vs 北海道コンサドーレ札幌 ベススタ DAZN
15:00 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ 埼玉 DAZN
17:00 横浜ＦＣ vs 柏レイソル ニッパツ DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs 大分トリニータ 等々力 DAZN

4/4（日） 14:00 清水エスパルス vs 徳島ヴォルティス アイスタ DAZN
4/6（火） 19:00 横浜Ｆ・マリノス vs セレッソ大阪 日産ス DAZN
4/7（水） 19:00 鹿島アントラーズ vs 柏レイソル カシマ DAZN

19:00 ＦＣ東京 vs 北海道コンサドーレ札幌 味スタ DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs サガン鳥栖 等々力 DAZN
19:00 横浜ＦＣ vs サンフレッチェ広島 ニッパツ DAZN
19:00 湘南ベルマーレ vs 名古屋グランパス レモンＳ DAZN
19:00 清水エスパルス vs 浦和レッズ アイスタ DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs アビスパ福岡 パナスタ DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs 大分トリニータ ノエスタ DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs ベガルタ仙台 鳴門大塚 DAZN

4/10（土） 14:00 サンフレッチェ広島 vs 湘南ベルマーレ Ｅスタ DAZN
4/11（日） 13:05 北海道コンサドーレ札幌 vs 鹿島アントラーズ 札幌ド DAZN

14:00 ベガルタ仙台 vs 横浜Ｆ・マリノス ユアスタ DAZN
14:00 ＦＣ東京 vs 川崎フロンターレ 味スタ DAZN
15:00 サガン鳥栖 vs 横浜ＦＣ 駅スタ DAZN
15:00 大分トリニータ vs 名古屋グランパス 昭和電ド DAZN
16:00 浦和レッズ vs 徳島ヴォルティス 埼玉 DAZN
17:00 柏レイソル vs ガンバ大阪 三協Ｆ柏 DAZN
17:00 ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス ノエスタ DAZN

未定 未定 セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 未定 DAZN
4/16（金） 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
4/17（土） 14:00 横浜ＦＣ vs ベガルタ仙台 ニッパツ DAZN

14:00 徳島ヴォルティス vs 鹿島アントラーズ 鳴門大塚 DAZN
14:00 アビスパ福岡 vs ＦＣ東京 ベススタ DAZN
14:00 大分トリニータ vs 柏レイソル 昭和電ド DAZN
15:00 湘南ベルマーレ vs ヴィッセル神戸 レモンＳ DAZN

川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島 DAZN
名古屋グランパス vs サガン鳥栖 DAZN

ガンバ大阪 vs 清水エスパルス DAZN
セレッソ大阪 vs 浦和レッズ DAZN

■今後、ACLの日程等により変更になる可能性があります。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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２０２１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
3/3（水） 19:00 川崎フロンターレ vs セレッソ大阪 等々力 DAZN

19:30 名古屋グランパス vs ガンバ大阪 豊田ス DAZN
4/24（土） 13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ベガルタ仙台 札幌厚別 DAZN

14:00 ＦＣ東京 vs サガン鳥栖 味スタ DAZN
14:00 横浜Ｆ・マリノス vs 横浜ＦＣ 日産ス DAZN
14:00 サンフレッチェ広島 vs アビスパ福岡 Ｅスタ DAZN
16:00 柏レイソル vs 徳島ヴォルティス 三協Ｆ柏 DAZN
17:00 鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸 カシマ DAZN

4/25（日） 14:00 清水エスパルス vs 湘南ベルマーレ アイスタ DAZN
16:00 浦和レッズ vs 大分トリニータ 埼玉 DAZN

5/1（土） 14:00 ベガルタ仙台 vs 柏レイソル ユアスタ DAZN
14:00 ＦＣ東京 vs 横浜Ｆ・マリノス 味スタ DAZN
14:00 アビスパ福岡 vs 浦和レッズ ベススタ DAZN
15:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島 ノエスタ DAZN
16:00 サガン鳥栖 vs 徳島ヴォルティス 駅スタ DAZN
17:00 横浜ＦＣ vs 鹿島アントラーズ ニッパツ DAZN

5/2（日） 14:00 大分トリニータ vs 清水エスパルス 昭和電ド DAZN
15:00 湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌 レモンＳ DAZN

5/12（水） 19:00 川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス 等々力 DAZN
19:30 セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 ヤンマー DAZN

5/8（土） 14:00 サガン鳥栖 vs サンフレッチェ広島 駅スタ DAZN
5/9（日） 13:00 横浜Ｆ・マリノス vs ヴィッセル神戸 日産ス DAZN

14:00 清水エスパルス vs 横浜ＦＣ アイスタ DAZN
14:00 アビスパ福岡 vs 柏レイソル ベススタ DAZN
15:00 湘南ベルマーレ vs 大分トリニータ レモンＳ DAZN
15:00 徳島ヴォルティス vs 北海道コンサドーレ札幌 鳴門大塚 DAZN
16:00 浦和レッズ vs ベガルタ仙台 埼玉 DAZN
17:00 鹿島アントラーズ vs ＦＣ東京 カシマ DAZN

6/30（水） 19:00 ガンバ大阪 vs 川崎フロンターレ パナスタ DAZN
19:30 名古屋グランパス vs セレッソ大阪 豊田ス DAZN

5/15（土） 14:00 ベガルタ仙台 vs アビスパ福岡 ユアスタ DAZN
14:00 清水エスパルス vs 名古屋グランパス アイスタ DAZN
15:00 鹿島アントラーズ vs 横浜Ｆ・マリノス カシマ DAZN
16:00 柏レイソル vs ＦＣ東京 三協Ｆ柏 DAZN
16:00 サンフレッチェ広島 vs 徳島ヴォルティス Ｅスタ DAZN
16:00 大分トリニータ vs サガン鳥栖 昭和電ド DAZN
17:00 横浜ＦＣ vs 湘南ベルマーレ ニッパツ DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪 ノエスタ DAZN

5/16（日） 15:00 川崎フロンターレ vs 北海道コンサドーレ札幌 等々力 DAZN
17:00 ガンバ大阪 vs 浦和レッズ パナスタ DAZN

5/22（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
14:00 ベガルタ仙台 vs 大分トリニータ ユアスタ DAZN
14:00 サガン鳥栖 vs 鹿島アントラーズ 駅スタ DAZN
15:00 川崎フロンターレ vs 横浜ＦＣ 等々力 DAZN
16:00 浦和レッズ vs ヴィッセル神戸 埼玉 DAZN
17:00 横浜Ｆ・マリノス vs 柏レイソル 日産ス DAZN
17:00 アビスパ福岡 vs 湘南ベルマーレ ベススタ DAZN
18:00 徳島ヴォルティス vs 名古屋グランパス 鳴門大塚 DAZN
19:00 ＦＣ東京 vs ガンバ大阪 味スタ DAZN

5/23（日） 15:00 セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島 ヤンマー DAZN
5/26（水） 19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs サガン鳥栖 未定 DAZN　

19:00 鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪 カシマ DAZN
19:00 柏レイソル vs ヴィッセル神戸 三協Ｆ柏 DAZN
19:00 横浜ＦＣ vs アビスパ福岡 ニッパツ DAZN
19:00 湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ レモンＳ DAZN
19:00 清水エスパルス vs ＦＣ東京 アイスタ DAZN
19:00 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ Ｅスタ DAZN
19:00 大分トリニータ vs 横浜Ｆ・マリノス 昭和電ド DAZN
19:30 名古屋グランパス vs ベガルタ仙台 豊田ス DAZN

5/27（木） 19:00 ガンバ大阪 vs 徳島ヴォルティス パナスタ DAZN
5/29（土） 19:00 柏レイソル vs 北海道コンサドーレ札幌 三協Ｆ柏 DAZN
5/30（日） 13:00 横浜Ｆ・マリノス vs 清水エスパルス 日産ス DAZN

14:00 ＦＣ東京 vs サンフレッチェ広島 味スタ DAZN
14:00 ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖 ノエスタ DAZN
15:00 ベガルタ仙台 vs セレッソ大阪 ユアスタ DAZN
15:00 徳島ヴォルティス vs 湘南ベルマーレ 鳴門大塚 DAZN
15:00 大分トリニータ vs アビスパ福岡 昭和電ド DAZN
17:00 ガンバ大阪 vs 横浜ＦＣ パナスタ DAZN
18:00 浦和レッズ vs 名古屋グランパス 埼玉 DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs 鹿島アントラーズ 等々力 DAZN

6/19（土） 13:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸 ベススタ DAZN／九州朝日放送
14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 大分トリニータ 札幌厚別 DAZN
15:00 セレッソ大阪 vs 徳島ヴォルティス ヨドコウ※ DAZN
17:00 名古屋グランパス vs 横浜Ｆ・マリノス 豊田ス DAZN
18:00 横浜ＦＣ vs ＦＣ東京 ニッパツ DAZN
19:00 清水エスパルス vs 川崎フロンターレ アイスタ DAZN
19:00 サンフレッチェ広島 vs 柏レイソル Ｅスタ DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs ガンバ大阪 駅スタ DAZN

6/20（日） 17:00 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 湘南ベルマーレ 埼玉 DAZN

6/22（火） 19:30 名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島 豊田ス DAZN
6/23（水） 19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs セレッソ大阪 札幌厚別 DAZN

19:00 ベガルタ仙台 vs 清水エスパルス ユアスタ DAZN
19:00 柏レイソル vs 浦和レッズ 三協Ｆ柏 DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs アビスパ福岡 等々力 DAZN
19:00 横浜Ｆ・マリノス vs サガン鳥栖 ニッパツ DAZN
19:00 湘南ベルマーレ vs ガンバ大阪 レモンＳ DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs 横浜ＦＣ ノエスタ DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs ＦＣ東京 鳴門大塚 DAZN
19:00 大分トリニータ vs 鹿島アントラーズ 昭和電ド DAZN

6/26（土） 18:00 セレッソ大阪 vs ヴィッセル神戸 ヨドコウ DAZN
19:00 川崎フロンターレ vs ベガルタ仙台 等々力 DAZN

6/27（日） 18:00 横浜ＦＣ vs 清水エスパルス ニッパツ DAZN
18:00 ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島 パナスタ DAZN
18:00 徳島ヴォルティス vs 横浜Ｆ・マリノス 鳴門大塚 DAZN
18:00 サガン鳥栖 vs 名古屋グランパス 駅スタ DAZN
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 浦和レッズ vs アビスパ福岡 埼玉 DAZN
19:00 ＦＣ東京 vs 大分トリニータ 味スタ DAZN
19:00 湘南ベルマーレ vs 柏レイソル レモンＳ DAZN

■今後、ACLの日程等により変更になる可能性があります。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

※命名権（ネーミングライツ）決定に伴い、2021年4月1日より「長居球」は「ヨドコウ」に名称が変更となります
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２０２１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
7/3（土） 18:00 横浜ＦＣ vs 川崎フロンターレ ニッパツ DAZN

19:00 ベガルタ仙台 vs 浦和レッズ ユアスタ DAZN
19:00 柏レイソル vs 横浜Ｆ・マリノス 三協Ｆ柏 DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ ノエスタ DAZN
19:00 サンフレッチェ広島 vs サガン鳥栖 Ｅスタ DAZN

7/4（日） 13:05 北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス 未定 DAZN
18:00 清水エスパルス vs 大分トリニータ アイスタ DAZN
18:00 名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ 豊田ス DAZN
18:00 アビスパ福岡 vs ガンバ大阪 ベススタ DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs ＦＣ東京 ヨドコウ DAZN

7/10（土） 18:00 横浜Ｆ・マリノス vs アビスパ福岡 ニッパツ DAZN
19:00 ベガルタ仙台 vs 北海道コンサドーレ札幌 ユアスタ DAZN
19:00 大分トリニータ vs 浦和レッズ 昭和電ド DAZN

7/11（日） 18:00 ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸 パナスタ DAZN
18:00 サンフレッチェ広島 vs 横浜ＦＣ Ｅスタ DAZN
18:00 徳島ヴォルティス vs 清水エスパルス 鳴門大塚 DAZN
19:00 柏レイソル vs 鹿島アントラーズ 三協Ｆ柏 DAZN
19:00 湘南ベルマーレ vs ＦＣ東京 レモンＳ DAZN
19:00 名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ 豊田ス DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs セレッソ大阪 駅スタ DAZN

8/9（月・祝） 15:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 浦和レッズ 未定 DAZN
18:00 横浜ＦＣ vs 名古屋グランパス ニッパツ DAZN
18:00 清水エスパルス vs 横浜Ｆ・マリノス アイスタ DAZN
19:00 湘南ベルマーレ vs 鹿島アントラーズ レモンＳ DAZN
19:00 セレッソ大阪 vs ベガルタ仙台 ヨドコウ DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs 柏レイソル ノエスタ DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs ガンバ大阪 鳴門大塚 DAZN
19:00 アビスパ福岡 vs サンフレッチェ広島 ベススタ DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs ＦＣ東京 駅スタ DAZN
19:00 大分トリニータ vs 川崎フロンターレ 昭和電ド DAZN

8/13（金） 19:00 横浜Ｆ・マリノス vs 大分トリニータ ニッパツ DAZN
19:00 清水エスパルス vs ガンバ大阪 アイスタ DAZN

8/14（土） 14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs ＦＣ東京 札幌ド DAZN
18:00 名古屋グランパス vs 湘南ベルマーレ 豊田ス DAZN
19:00 ベガルタ仙台 vs 横浜ＦＣ ユアスタ DAZN
19:00 浦和レッズ vs サガン鳥栖 浦和駒場 DAZN
19:00 柏レイソル vs 川崎フロンターレ 三協Ｆ柏 DAZN
19:00 サンフレッチェ広島 vs ヴィッセル神戸 Ｅスタ DAZN

8/15（日） 18:30 鹿島アントラーズ vs 徳島ヴォルティス カシマ DAZN
19:00 アビスパ福岡 vs セレッソ大阪 ベススタ DAZN

8/21（土） 18:00 横浜Ｆ・マリノス vs ベガルタ仙台 ニッパツ DAZN
19:00 柏レイソル vs サガン鳥栖 三協Ｆ柏 DAZN
19:00 湘南ベルマーレ vs 清水エスパルス レモンＳ DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs ＦＣ東京 パナスタ 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 川崎フロンターレ Ｅスタ DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs 浦和レッズ 鳴門大塚 DAZN
19:00 大分トリニータ vs 北海道コンサドーレ札幌 昭和電ド DAZN
19:30 セレッソ大阪 vs 横浜ＦＣ ヨドコウ DAZN

8/22（日） 18:00 名古屋グランパス vs アビスパ福岡 豊田ス DAZN
8/25（水） 19:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 名古屋グランパス 札幌厚別 DAZN

19:00 ベガルタ仙台 vs ＦＣ東京 ユアスタ DAZN
19:00 浦和レッズ vs サンフレッチェ広島 浦和駒場 DAZN
19:00 横浜ＦＣ vs ガンバ大阪 ニッパツ DAZN
19:00 清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ アイスタ DAZN
19:00 徳島ヴォルティス vs 柏レイソル 鳴門大塚 DAZN
19:00 アビスパ福岡 vs 川崎フロンターレ ベススタ DAZN
19:00 サガン鳥栖 vs 横浜Ｆ・マリノス 駅スタ DAZN
19:00 大分トリニータ vs ヴィッセル神戸 昭和電ド DAZN
19:30 セレッソ大阪 vs 湘南ベルマーレ ヨドコウ DAZN

8/28（土） 14:00 北海道コンサドーレ札幌 vs 川崎フロンターレ 札幌厚別 DAZN
19:00 横浜Ｆ・マリノス vs 鹿島アントラーズ 日産ス DAZN
19:00 ガンバ大阪 vs セレッソ大阪 パナスタ DAZN
19:00 ヴィッセル神戸 vs ＦＣ東京 ノエスタ DAZN
19:00 サンフレッチェ広島 vs 大分トリニータ Ｅスタ DAZN

8/29（日） 18:00 名古屋グランパス vs 清水エスパルス 豊田ス DAZN
19:00 ベガルタ仙台 vs サガン鳥栖 ユアスタ DAZN
19:00 柏レイソル vs 横浜ＦＣ 三協Ｆ柏 DAZN
19:00 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ レモンＳ DAZN
19:00 アビスパ福岡 vs 徳島ヴォルティス ベススタ DAZN

9/10（金） 横浜ＦＣ vs 浦和レッズ ニッパツ DAZN
9/11（土） 鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡 カシマ DAZN

or ＦＣ東京 vs 柏レイソル 味スタ DAZN
9/12（日） 川崎フロンターレ vs ヴィッセル神戸 等々力 DAZN

名古屋グランパス vs 徳島ヴォルティス 豊田ス DAZN
ガンバ大阪 vs ベガルタ仙台 パナスタ DAZN
セレッソ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌 ヨドコウ DAZN

サンフレッチェ広島 vs 横浜Ｆ・マリノス Ｅスタ DAZN
サガン鳥栖 vs 清水エスパルス 駅スタ DAZN

大分トリニータ vs 湘南ベルマーレ 昭和電ド DAZN
9/17（金） サガン鳥栖 vs 大分トリニータ 駅スタ DAZN
9/18（土） 鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪 カシマ DAZN

or 浦和レッズ vs セレッソ大阪 埼玉 DAZN
9/19（日） 柏レイソル vs サンフレッチェ広島 三協Ｆ柏 DAZN

or ＦＣ東京 vs 横浜ＦＣ 味スタ DAZN
9/20（月・祝） 横浜Ｆ・マリノス vs 名古屋グランパス ニッパツ DAZN

湘南ベルマーレ vs アビスパ福岡 レモンＳ DAZN
清水エスパルス vs ベガルタ仙台 アイスタ DAZN
ヴィッセル神戸 vs 北海道コンサドーレ札幌 ノエスタ DAZN

徳島ヴォルティス vs 川崎フロンターレ 鳴門大塚 DAZN
9/24（金） 清水エスパルス vs ヴィッセル神戸 アイスタ DAZN
9/25（土） 北海道コンサドーレ札幌 vs サンフレッチェ広島 未定 DAZN

or ベガルタ仙台 vs 徳島ヴォルティス ユアスタ DAZN
9/26（日） ＦＣ東京 vs 浦和レッズ 味スタ DAZN

川崎フロンターレ vs 湘南ベルマーレ 等々力 DAZN
横浜ＦＣ vs 横浜Ｆ・マリノス ニッパツ DAZN

ガンバ大阪 vs 柏レイソル パナスタ DAZN
セレッソ大阪 vs 鹿島アントラーズ ヨドコウ DAZN
アビスパ福岡 vs サガン鳥栖 ベススタ DAZN

未定 名古屋グランパス vs 大分トリニータ 未定 DAZN
■今後、ACLの日程等により変更になる可能性があります。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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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
10/1（金） 湘南ベルマーレ vs 横浜Ｆ・マリノス レモンＳ DAZN
10/2（土） 鹿島アントラーズ vs 横浜ＦＣ カシマ DAZN

or 柏レイソル vs ベガルタ仙台 三協Ｆ柏 DAZN
10/3（日） 川崎フロンターレ vs ＦＣ東京 等々力 DAZN

ガンバ大阪 vs 北海道コンサドーレ札幌 パナスタ DAZN
ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ ノエスタ DAZN

サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス Ｅスタ DAZN
徳島ヴォルティス vs サガン鳥栖 鳴門大塚 DAZN

アビスパ福岡 vs 清水エスパルス ベススタ DAZN
大分トリニータ vs セレッソ大阪 昭和電ド DAZN

10/16（土） 鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ カシマ DAZN
or 浦和レッズ vs ガンバ大阪 埼玉 DAZN

10/17（日） ＦＣ東京 vs 名古屋グランパス 味スタ DAZN
横浜Ｆ・マリノス vs 北海道コンサドーレ札幌 日産ス DAZN

横浜ＦＣ vs 徳島ヴォルティス ニッパツ DAZN
清水エスパルス vs 柏レイソル 未定 DAZN
ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡 ノエスタ 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 湘南ベルマーレ 駅スタ DAZN

大分トリニータ vs ベガルタ仙台 昭和電ド DAZN
10/22（金） 浦和レッズ vs 柏レイソル 埼玉 DAZN
10/23（土） 北海道コンサドーレ札幌 vs アビスパ福岡 未定 DAZN

or ベガルタ仙台 vs サンフレッチェ広島 ユアスタ DAZN
10/24（日） ＦＣ東京 vs 鹿島アントラーズ 味スタ DAZN

川崎フロンターレ vs 清水エスパルス 等々力 DAZN
湘南ベルマーレ vs 横浜ＦＣ レモンＳ DAZN

名古屋グランパス vs ヴィッセル神戸 豊田ス DAZN
ガンバ大阪 vs サガン鳥栖 パナスタ DAZN
セレッソ大阪 vs 横浜Ｆ・マリノス ヨドコウ DAZN

徳島ヴォルティス vs 大分トリニータ 鳴門大塚 DAZN
ベガルタ仙台 vs 名古屋グランパス DAZN

鹿島アントラーズ vs 浦和レッズ DAZN
柏レイソル vs セレッソ大阪 DAZN

横浜Ｆ・マリノス vs ＦＣ東京 DAZN
湘南ベルマーレ vs サンフレッチェ広島 DAZN
清水エスパルス vs 北海道コンサドーレ札幌 DAZN
ヴィッセル神戸 vs 徳島ヴォルティス DAZN
アビスパ福岡 vs 横浜ＦＣ DAZN
サガン鳥栖 vs 川崎フロンターレ DAZN

大分トリニータ vs ガンバ大阪 DAZN
北海道コンサドーレ札幌 vs 湘南ベルマーレ DAZN

ＦＣ東京 vs 清水エスパルス DAZN
川崎フロンターレ vs 浦和レッズ DAZN
横浜Ｆ・マリノス vs ガンバ大阪 DAZN

横浜ＦＣ vs サガン鳥栖 DAZN
名古屋グランパス vs 柏レイソル DAZN
ヴィッセル神戸 vs ベガルタ仙台 DAZN

サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ DAZN
徳島ヴォルティス vs セレッソ大阪 DAZN

アビスパ福岡 vs 大分トリニータ DAZN
11/20（土） ベガルタ仙台 vs 湘南ベルマーレ ユアスタ DAZN

鹿島アントラーズ vs 大分トリニータ カシマ DAZN
浦和レッズ vs 横浜Ｆ・マリノス 埼玉 DAZN
柏レイソル vs アビスパ福岡 三協Ｆ柏 DAZN
ＦＣ東京 vs 徳島ヴォルティス 味スタ DAZN
横浜ＦＣ vs ヴィッセル神戸 ニッパツ DAZN

清水エスパルス vs サンフレッチェ広島 アイスタ DAZN
ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス パナスタ DAZN
セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ ヨドコウ DAZN
サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌 駅スタ DAZN

11/27（土） 北海道コンサドーレ札幌 vs 柏レイソル 札幌ド DAZN
鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖 カシマ DAZN

浦和レッズ vs 清水エスパルス 埼玉 DAZN
川崎フロンターレ vs ガンバ大阪 等々力 DAZN
湘南ベルマーレ vs 徳島ヴォルティス レモンＳ DAZN

セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス ヨドコウ 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 ＦＣ東京 Ｅスタ DAZN
アビスパ福岡 vs ベガルタ仙台 ベススタ DAZN
大分トリニータ vs 横浜ＦＣ 昭和電ド DAZN

12/4（土） ベガルタ仙台 vs 鹿島アントラーズ ユアスタ DAZN
柏レイソル vs 大分トリニータ 三協Ｆ柏 DAZN
ＦＣ東京 vs アビスパ福岡 味スタ DAZN

横浜Ｆ・マリノス vs 川崎フロンターレ 日産ス DAZN
横浜ＦＣ vs 北海道コンサドーレ札幌 ニッパツ DAZN

清水エスパルス vs セレッソ大阪 アイスタ DAZN
名古屋グランパス vs 浦和レッズ 豊田ス DAZN

ガンバ大阪 vs 湘南ベルマーレ パナスタ DAZN
徳島ヴォルティス vs サンフレッチェ広島 鳴門大塚 DAZN

サガン鳥栖 vs ヴィッセル神戸 駅スタ DAZN
■今後、ACLの日程等により変更になる可能性があります。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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