
２０１９明治安田生命Ｊ３リーグ 第１節～第９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

3/9（土） 13:00 藤枝ＭＹＦＣ vs 福島ユナイテッドＦＣ 藤枝サ DAZN
3/10（日） 13:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ガイナーレ鳥取 ニッパツ DAZN

13:00 ＳＣ相模原 vs カターレ富山 ギオンス DAZN
13:00 カマタマーレ讃岐 vs いわてグルージャ盛岡 ピカスタ DAZN
13:00 ロアッソ熊本 vs ＡＣ長野パルセイロ えがおＳ DAZN
14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ ミクスタ DAZN
14:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ヴァンラーレ八戸 パナスタ DAZN
14:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs アスルクラロ沼津 ヤンマー DAZN
17:00 ザスパクサツ群馬 vs ブラウブリッツ秋田 正田スタ DAZN／群馬テレビ（録）

3/16（土） 13:00 藤枝ＭＹＦＣ vs ロアッソ熊本 藤枝サ DAZN
14:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs いわてグルージャ盛岡 味フィ西 DAZN
14:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 ヤンマー DAZN

3/17（日） 13:00 ザスパクサツ群馬 vs ＳＣ相模原 正田スタ DAZN
13:00 ＡＣ長野パルセイロ vs ヴァンラーレ八戸 長野Ｕ DAZN
13:00 アスルクラロ沼津 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ 愛鷹 DAZN
13:00 ガイナーレ鳥取 vs ギラヴァンツ北九州 とりスタ DAZN
13:00 カマタマーレ讃岐 vs ブラウブリッツ秋田 ピカスタ DAZN
14:00 カターレ富山 vs 福島ユナイテッドＦＣ 富山 DAZN

3/23（土） 14:00 ＡＣ長野パルセイロ vs セレッソ大阪Ｕ－２３ 長野Ｕ DAZN／長野朝日放送
14:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs 藤枝ＭＹＦＣ 味フィ西 DAZN

3/24（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 ダイスタ DAZN
13:00 いわてグルージャ盛岡 vs ブラウブリッツ秋田 いわスタ DAZN
13:00 福島ユナイテッドＦＣ vs アスルクラロ沼津 とうスタ DAZN
13:00 ＳＣ相模原 vs ガイナーレ鳥取 ギオンス DAZN
13:00 ロアッソ熊本 vs カマタマーレ讃岐 えがおＳ DAZN
14:00 カターレ富山 vs ザスパクサツ群馬 富山 DAZN
14:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ギラヴァンツ北九州 パナスタ DAZN

3/30（土） 13:00 ザスパクサツ群馬 vs ヴァンラーレ八戸 正田スタ DAZN
13:00 アスルクラロ沼津 vs カマタマーレ讃岐 愛鷹 DAZN
14:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs 藤枝ＭＹＦＣ ヤンマー DAZN

3/31（日） 13:00 いわてグルージャ盛岡 vs ロアッソ熊本 いわスタ DAZN
13:00 ブラウブリッツ秋田 vs ＡＣ長野パルセイロ 秋田陸 DAZN
13:00 福島ユナイテッドＦＣ vs ＦＣ東京Ｕ－２３ とうスタ DAZN
13:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ ニッパツ DAZN
13:00 ガイナーレ鳥取 vs カターレ富山 チュスタ DAZN
14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ＳＣ相模原 ミクスタ DAZN

4/6（土） 13:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ザスパクサツ群馬 ニッパツ DAZN
13:00 藤枝ＭＹＦＣ vs アスルクラロ沼津 藤枝サ DAZN
14:00 ＡＣ長野パルセイロ vs いわてグルージャ盛岡 長野Ｕ DAZN／テレビ信州

4/7（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs ガイナーレ鳥取 ダイスタ DAZN
13:00 ブラウブリッツ秋田 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ 秋田陸 DAZN
13:00 カマタマーレ讃岐 vs 福島ユナイテッドＦＣ ピカスタ DAZN
13:00 ロアッソ熊本 vs ＳＣ相模原 えがおＳ DAZN
14:00 カターレ富山 vs ギラヴァンツ北九州 富山 DAZN
14:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ＦＣ東京Ｕ－２３ パナスタ DAZN

4/13（土） 14:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ヴァンラーレ八戸 味フィ西 DAZN
14:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ロアッソ熊本 万博 DAZN
18:00 ギラヴァンツ北九州 vs アスルクラロ沼津 ミクスタ DAZN

4/14（日） 13:00 いわてグルージャ盛岡 vs カターレ富山 いわスタ DAZN
13:00 ＳＣ相模原 vs ブラウブリッツ秋田 ギオンス DAZN
13:00 ガイナーレ鳥取 vs 藤枝ＭＹＦＣ とりスタ DAZN
13:00 カマタマーレ讃岐 vs ＡＣ長野パルセイロ ピカスタ DAZN
14:00 福島ユナイテッドＦＣ vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 とうスタ DAZN／テレビユー福島
14:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ザスパクサツ群馬 ヤンマー DAZN

4/26（金） 19:00 ザスパクサツ群馬 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ 正田スタ DAZN
4/27（土） 13:00 ブラウブリッツ秋田 vs ギラヴァンツ北九州 秋田陸 DAZN

13:00 藤枝ＭＹＦＣ vs ＡＣ長野パルセイロ 藤枝サ DAZN
4/28（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 福島ユナイテッドＦＣ ダイスタ DAZN

13:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ ニッパツ DAZN
13:00 ＳＣ相模原 vs カマタマーレ讃岐 ギオンス DAZN
13:00 アスルクラロ沼津 vs ロアッソ熊本 愛鷹 DAZN
13:00 ガイナーレ鳥取 vs いわてグルージャ盛岡 とりスタ DAZN
14:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs カターレ富山 ヤンマー DAZN

5/4（土・祝） 13:00 いわてグルージャ盛岡 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 いわスタ DAZN
16:00 ＡＣ長野パルセイロ vs ＳＣ相模原 長野Ｕ DAZN

5/5（日・祝） 13:00 福島ユナイテッドＦＣ vs ガイナーレ鳥取 とうスタ DAZN
13:00 カマタマーレ讃岐 vs 藤枝ＭＹＦＣ ピカスタ DAZN
14:00 カターレ富山 vs アスルクラロ沼津 富山 DAZN
14:00 ギラヴァンツ北九州 vs ザスパクサツ群馬 ミクスタ DAZN
14:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs セレッソ大阪Ｕ－２３ 味フィ西 DAZN
14:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ブラウブリッツ秋田 パナスタ DAZN
15:00 ロアッソ熊本 vs ヴァンラーレ八戸 えがおＳ DAZN

5/18（土） 13:00 藤枝ＭＹＦＣ vs ザスパクサツ群馬 藤枝サ DAZN
14:00 カターレ富山 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ 富山 DAZN

5/19（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs アスルクラロ沼津 ダイスタ DAZN
13:00 いわてグルージャ盛岡 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ いわスタ DAZN
13:00 ブラウブリッツ秋田 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ 秋田陸 DAZN
13:00 福島ユナイテッドＦＣ vs ＡＣ長野パルセイロ とうスタ DAZN
13:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ＳＣ相模原 ニッパツ DAZN
13:00 カマタマーレ讃岐 vs ギラヴァンツ北九州 ピカスタ DAZN／西日本放送
19:00 ロアッソ熊本 vs ガイナーレ鳥取 えがおＳ DAZN

■今後、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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２０１９明治安田生命Ｊ３リーグ 第１０節～第１８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

5/30（木） 19:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ヴァンラーレ八戸 ヤンマー DAZN
6/1（土） 13:00 ガイナーレ鳥取 vs カマタマーレ讃岐 とりスタ DAZN

15:00 ザスパクサツ群馬 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ 正田スタ DAZN／群馬テレビ（録）
17:00 ＳＣ相模原 vs いわてグルージャ盛岡 ギオンス DAZN

6/2（日） 13:00 ブラウブリッツ秋田 vs 福島ユナイテッドＦＣ 秋田陸 DAZN
13:00 アスルクラロ沼津 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 愛鷹 DAZN
14:00 ＡＣ長野パルセイロ vs カターレ富山 長野Ｕ DAZN／信越放送
14:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs 藤枝ＭＹＦＣ パナスタ DAZN
16:00 ギラヴァンツ北九州 vs ロアッソ熊本 ミクスタ DAZN

6/8（土） 14:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ＡＣ長野パルセイロ 味フィ西 DAZN
6/9（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 藤枝ＭＹＦＣ ダイスタ DAZN

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs アスルクラロ沼津 いわスタ DAZN
13:00 福島ユナイテッドＦＣ vs ＳＣ相模原 とうスタ DAZN／福島テレビ
13:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ギラヴァンツ北九州 ニッパツ DAZN
14:00 カターレ富山 vs ブラウブリッツ秋田 富山 DAZN
14:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs カマタマーレ讃岐 パナスタ DAZN
15:00 ザスパクサツ群馬 vs ガイナーレ鳥取 正田スタ DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ えがおＳ DAZN

6/15（土） 17:00 ＳＣ相模原 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ ギオンス DAZN
17:00 藤枝ＭＹＦＣ vs カターレ富山 藤枝サ DAZN
18:00 カマタマーレ讃岐 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 ピカスタ DAZN
18:00 ロアッソ熊本 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ えがおＳ DAZN

6/16（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs いわてグルージャ盛岡 ダイスタ DAZN
15:00 アスルクラロ沼津 vs ブラウブリッツ秋田 愛鷹 DAZN
15:00 ガイナーレ鳥取 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ チュスタ DAZN
17:00 ＡＣ長野パルセイロ vs ザスパクサツ群馬 長野Ｕ DAZN
18:00 ギラヴァンツ北九州 vs 福島ユナイテッドＦＣ ミクスタ DAZN

6/22（土） 15:00 いわてグルージャ盛岡 vs 福島ユナイテッドＦＣ いわスタ DAZN
18:00 ギラヴァンツ北九州 vs 藤枝ＭＹＦＣ ミクスタ DAZN

6/23（日） 15:00 ブラウブリッツ秋田 vs ロアッソ熊本 秋田陸 DAZN
17:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ＡＣ長野パルセイロ ニッパツ DAZN
17:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs アスルクラロ沼津 味フィ西 DAZN
17:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ガイナーレ鳥取 パナスタ DAZN
18:00 カターレ富山 vs ヴァンラーレ八戸 富山 DAZN
18:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ＳＣ相模原 ヤンマー DAZN
19:00 ザスパクサツ群馬 vs カマタマーレ讃岐 正田スタ DAZN／群馬テレビ

6/29（土） 15:00 いわてグルージャ盛岡 vs ギラヴァンツ北九州 いわスタ DAZN
17:00 藤枝ＭＹＦＣ vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 藤枝サ DAZN
18:00 カターレ富山 vs カマタマーレ讃岐 富山 DAZN
19:00 ガイナーレ鳥取 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ とりスタ DAZN

6/30（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs ブラウブリッツ秋田 ダイスタ DAZN
15:00 福島ユナイテッドＦＣ vs セレッソ大阪Ｕ－２３ とうスタ DAZN
15:00 アスルクラロ沼津 vs ＳＣ相模原 愛鷹 DAZN
17:00 ＡＣ長野パルセイロ vs ガンバ大阪Ｕ－２３ 長野Ｕ DAZN
18:00 ロアッソ熊本 vs ザスパクサツ群馬 えがおＳ DAZN

7/6（土） 17:00 ＳＣ相模原 vs ヴァンラーレ八戸 ギオンス DAZN
17:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs カターレ富山 味フィ西 DAZN
18:00 カマタマーレ讃岐 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ ピカスタ DAZN
18:00 ギラヴァンツ北九州 vs ＡＣ長野パルセイロ ミクスタ DAZN
19:00 ガイナーレ鳥取 vs アスルクラロ沼津 とりスタ DAZN

7/7（日） 15:00 ブラウブリッツ秋田 vs 藤枝ＭＹＦＣ 秋田陸 DAZN
17:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ロアッソ熊本 ニッパツ DAZN
17:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs いわてグルージャ盛岡 パナスタ DAZN
18:00 ザスパクサツ群馬 vs 福島ユナイテッドＦＣ 正田スタ DAZN

7/13（土） 15:00 いわてグルージャ盛岡 vs 藤枝ＭＹＦＣ いわスタ DAZN
18:00 ＳＣ相模原 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ ギオンス DAZN

7/14（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs カマタマーレ讃岐 ダイスタ DAZN
15:00 福島ユナイテッドＦＣ vs ガンバ大阪Ｕ－２３ あいづ DAZN
15:00 アスルクラロ沼津 vs ザスパクサツ群馬 愛鷹 DAZN
17:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ブラウブリッツ秋田 ニッパツ DAZN
17:00 ＡＣ長野パルセイロ vs ガイナーレ鳥取 長野Ｕ DAZN
18:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ギラヴァンツ北九州 ヤンマー DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs カターレ富山 えがおＳ DAZN

7/19（金） 19:00 カターレ富山 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 富山 DAZN
7/20（土） 15:00 いわてグルージャ盛岡 vs ザスパクサツ群馬 いわスタ DAZN

17:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs カマタマーレ讃岐 味フィ西 DAZN
18:00 ブラウブリッツ秋田 vs ガイナーレ鳥取 秋田陸 DAZN
18:00 ギラヴァンツ北九州 vs ヴァンラーレ八戸 ミクスタ DAZN

7/21（日） 15:00 福島ユナイテッドＦＣ vs ロアッソ熊本 とうスタ DAZN
15:00 アスルクラロ沼津 vs ＡＣ長野パルセイロ 愛鷹 DAZN
17:00 藤枝ＭＹＦＣ vs ＳＣ相模原 藤枝サ DAZN
18:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ガンバ大阪Ｕ－２３ ヤンマー DAZN

7/27（土） 17:00 藤枝ＭＹＦＣ vs ＦＣ東京Ｕ－２３ 藤枝サ DAZN
18:00 ブラウブリッツ秋田 vs いわてグルージャ盛岡 秋田陸 DAZN
18:00 ＳＣ相模原 vs 福島ユナイテッドＦＣ ギオンス DAZN
18:00 カマタマーレ讃岐 vs アスルクラロ沼津 ピカスタ DAZN
18:00 ギラヴァンツ北九州 vs カターレ富山 ミクスタ DAZN
19:00 ザスパクサツ群馬 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ 正田スタ DAZN／群馬テレビ
19:00 ガイナーレ鳥取 vs ロアッソ熊本 とりスタ DAZN

7/28（日） 17:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs ヴァンラーレ八戸 ニッパツ DAZN
18:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ＡＣ長野パルセイロ パナスタ DAZN

■今後、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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２０１９明治安田生命Ｊ３リーグ 第１９節～第２７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

8/3（土） 18:00 カターレ富山 vs 藤枝ＭＹＦＣ 富山 DAZN
19:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs カマタマーレ讃岐 ヤンマー DAZN

8/4（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ ダイスタ DAZN
15:00 いわてグルージャ盛岡 vs ＳＣ相模原 いわスタ DAZN
15:00 アスルクラロ沼津 vs 福島ユナイテッドＦＣ 愛鷹 DAZN
17:00 ＡＣ長野パルセイロ vs ギラヴァンツ北九州 長野Ｕ DAZN
17:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ガイナーレ鳥取 味フィ西 DAZN
19:00 ザスパクサツ群馬 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 正田スタ DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs ブラウブリッツ秋田 えがおＳ DAZN

8/10（土） 16:00 福島ユナイテッドＦＣ vs 藤枝ＭＹＦＣ Ｊスタ DAZN
17:00 ＳＣ相模原 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ ギオンス DAZN
18:00 カマタマーレ讃岐 vs ザスパクサツ群馬 ピカスタ DAZN
18:00 ギラヴァンツ北九州 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ ミクスタ DAZN
19:00 ガイナーレ鳥取 vs ヴァンラーレ八戸 とりスタ DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 えがおＳ DAZN

8/11（日・祝） 15:00 アスルクラロ沼津 vs いわてグルージャ盛岡 愛鷹 DAZN
17:00 ＡＣ長野パルセイロ vs ＦＣ東京Ｕ－２３ 長野Ｕ DAZN
18:00 ブラウブリッツ秋田 vs カターレ富山 秋田陸 DAZN

8/30（金） 19:00 ブラウブリッツ秋田 vs アスルクラロ沼津 秋田陸 DAZN
8/31（土） 15:00 いわてグルージャ盛岡 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ いわスタ DAZN

17:00 藤枝ＭＹＦＣ vs ガイナーレ鳥取 藤枝サ DAZN
18:30 カターレ富山 vs ＳＣ相模原 富山 DAZN
19:00 ザスパクサツ群馬 vs ＡＣ長野パルセイロ 正田スタ DAZN／群馬テレビ
19:00 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ロアッソ熊本 ヤンマー DAZN

9/1（日） 13:00 ヴァンラーレ八戸 vs ギラヴァンツ北九州 ダイスタ DAZN
17:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs カマタマーレ讃岐 ニッパツ DAZN
19:00 ガンバ大阪Ｕ－２３ vs 福島ユナイテッドＦＣ パナスタ DAZN

9/7（土） 17:00 ＳＣ相模原 vs ザスパクサツ群馬 ギオンス DAZN
17:00 藤枝ＭＹＦＣ vs いわてグルージャ盛岡 藤枝サ DAZN
17:00 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ギラヴァンツ北九州 味フィ西 DAZN
18:00 カマタマーレ讃岐 vs カターレ富山 ピカスタ DAZN
19:00 ガイナーレ鳥取 vs ブラウブリッツ秋田 とりスタ DAZN
19:00 ロアッソ熊本 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ えがおＳ DAZN

9/8（日） 15:00 アスルクラロ沼津 vs ヴァンラーレ八戸 愛鷹 DAZN
17:00 ＡＣ長野パルセイロ vs 福島ユナイテッドＦＣ 長野Ｕ DAZN

未定 未定 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ 未定 DAZN
9/14（土） ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ザスパクサツ群馬 味フィ西 DAZN
9/15（日） ヴァンラーレ八戸 vs ロアッソ熊本 ダイスタ DAZN

ブラウブリッツ秋田 vs カマタマーレ讃岐 秋田陸 DAZN
福島ユナイテッドＦＣ vs ギラヴァンツ北九州 とうスタ DAZN
ＡＣ長野パルセイロ vs 藤枝ＭＹＦＣ 長野Ｕ DAZN
カターレ富山 vs いわてグルージャ盛岡 富山 DAZN

アスルクラロ沼津 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ 愛鷹 DAZN
ガイナーレ鳥取 vs ＳＣ相模原 とりスタ DAZN
ガンバ大阪Ｕ－２３ vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 パナスタ DAZN

9/28（土） ザスパクサツ群馬 vs アスルクラロ沼津 正田スタ DAZN
藤枝ＭＹＦＣ vs ガンバ大阪Ｕ－２３ 藤枝サ DAZN

9/29（日） ヴァンラーレ八戸 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ ダイスタ DAZN
ブラウブリッツ秋田 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 秋田陸 DAZN
福島ユナイテッドＦＣ vs いわてグルージャ盛岡 とうスタ DAZN

ＳＣ相模原 vs ギラヴァンツ北九州 ギオンス DAZN
カターレ富山 vs ガイナーレ鳥取 富山 DAZN

カマタマーレ讃岐 vs ロアッソ熊本 ピカスタ DAZN
未定 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ＡＣ長野パルセイロ 未定 DAZN

10/5（土） ザスパクサツ群馬 vs 藤枝ＭＹＦＣ 正田スタ DAZN
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs 福島ユナイテッドＦＣ ニッパツ DAZN

10/6（日） ＳＣ相模原 vs アスルクラロ沼津 ギオンス DAZN
ＡＣ長野パルセイロ vs ブラウブリッツ秋田 長野Ｕ DAZN
カマタマーレ讃岐 vs ガイナーレ鳥取 ピカスタ DAZN
ギラヴァンツ北九州 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ ミクスタ DAZN
ガンバ大阪Ｕ－２３ vs カターレ富山 パナスタ DAZN

未定 いわてグルージャ盛岡 vs ヴァンラーレ八戸 未定 DAZN
未定 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ロアッソ熊本 未定 DAZN

10/12（土） ブラウブリッツ秋田 vs ザスパクサツ群馬 秋田陸 DAZN
藤枝ＭＹＦＣ vs カマタマーレ讃岐 藤枝サ DAZN

アスルクラロ沼津 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ 愛鷹 DAZN
10/13（日） ヴァンラーレ八戸 vs ＳＣ相模原 ダイスタ DAZN

ＡＣ長野パルセイロ vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 長野Ｕ DAZN
カターレ富山 vs ロアッソ熊本 富山 DAZN
ガイナーレ鳥取 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ とりスタ DAZN

ギラヴァンツ北九州 vs いわてグルージャ盛岡 ミクスタ DAZN
未定 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs 福島ユナイテッドＦＣ 未定 DAZN

10/19（土） 福島ユナイテッドＦＣ vs ブラウブリッツ秋田 とうスタ DAZN
10/20（日） ヴァンラーレ八戸 vs ＡＣ長野パルセイロ ダイスタ DAZN

Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs いわてグルージャ盛岡 ニッパツ DAZN
カターレ富山 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ 富山 DAZN

アスルクラロ沼津 vs ギラヴァンツ北九州 愛鷹 DAZN
ガイナーレ鳥取 vs ザスパクサツ群馬 チュスタ DAZN

カマタマーレ讃岐 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ ピカスタ DAZN

ロアッソ熊本 vs 藤枝ＭＹＦＣ えがおＳ DAZN

未定 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ＳＣ相模原 未定 DAZN
■今後、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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10/27（日） ブラウブリッツ秋田 vs ヴァンラーレ八戸 秋田陸 DAZN
ザスパクサツ群馬 vs カターレ富山 正田スタ DAZN

ＳＣ相模原 vs 藤枝ＭＹＦＣ ギオンス DAZN
ＡＣ長野パルセイロ vs カマタマーレ讃岐 長野Ｕ DAZN
ギラヴァンツ北九州 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 ミクスタ DAZN
ロアッソ熊本 vs アスルクラロ沼津 えがおＳ DAZN

ガンバ大阪Ｕ－２３ vs セレッソ大阪Ｕ－２３ パナスタ DAZN
未定 いわてグルージャ盛岡 vs ガイナーレ鳥取 未定 DAZN
未定 ＦＣ東京Ｕ－２３ vs 福島ユナイテッドＦＣ 未定 DAZN

11/3（日・祝） 藤枝ＭＹＦＣ vs ヴァンラーレ八戸 藤枝サ DAZN
カマタマーレ讃岐 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ ピカスタ DAZN
ギラヴァンツ北九州 vs ブラウブリッツ秋田 ミクスタ DAZN

11/4（月・休） 福島ユナイテッドＦＣ vs カターレ富山 とうスタ DAZN
ザスパクサツ群馬 vs ロアッソ熊本 正田スタ DAZN
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs アスルクラロ沼津 ニッパツ DAZN
ガイナーレ鳥取 vs ＡＣ長野パルセイロ とりスタ DAZN
ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ＳＣ相模原 パナスタ DAZN

未定 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs いわてグルージャ盛岡 未定 DAZN
11/9（土） いわてグルージャ盛岡 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ いわスタ DAZN

ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ブラウブリッツ秋田 夢の島 DAZN
11/10（日） ヴァンラーレ八戸 vs ザスパクサツ群馬 ダイスタ DAZN

福島ユナイテッドＦＣ vs カマタマーレ讃岐 とうスタ DAZN
ＳＣ相模原 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 ギオンス DAZN
カターレ富山 vs ＡＣ長野パルセイロ 富山 DAZN

アスルクラロ沼津 vs 藤枝ＭＹＦＣ 愛鷹 DAZN
ロアッソ熊本 vs ギラヴァンツ北九州 未定 DAZN

未定 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ガイナーレ鳥取 未定 DAZN
11/17（日） ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山 ダイスタ DAZN

ブラウブリッツ秋田 vs ガンバ大阪Ｕ－２３ 秋田陸 DAZN
ザスパクサツ群馬 vs ギラヴァンツ北九州 正田スタ DAZN
ＡＣ長野パルセイロ vs アスルクラロ沼津 長野Ｕ DAZN

藤枝ＭＹＦＣ vs セレッソ大阪Ｕ－２３ 藤枝サ DAZN
ガイナーレ鳥取 vs 福島ユナイテッドＦＣ とりスタ DAZN
カマタマーレ讃岐 vs ＳＣ相模原 ピカスタ DAZN
ロアッソ熊本 vs いわてグルージャ盛岡 えがおＳ DAZN
ＦＣ東京Ｕ－２３ vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 味フィ西 DAZN

11/23（土・祝） Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs カターレ富山 ニッパツ DAZN
藤枝ＭＹＦＣ vs ブラウブリッツ秋田 藤枝サ DAZN

11/24（日） いわてグルージャ盛岡 vs ＡＣ長野パルセイロ いわスタ DAZN
福島ユナイテッドＦＣ vs ヴァンラーレ八戸 とうスタ DAZN

ＳＣ相模原 vs ロアッソ熊本 ギオンス DAZN
アスルクラロ沼津 vs ガイナーレ鳥取 愛鷹 DAZN
ギラヴァンツ北九州 vs カマタマーレ讃岐 ミクスタ DAZN
ガンバ大阪Ｕ－２３ vs ザスパクサツ群馬 パナスタ DAZN

未定 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ＦＣ東京Ｕ－２３ 未定 DAZN
12/1（日） ザスパクサツ群馬 vs いわてグルージャ盛岡 正田スタ DAZN

ＳＣ相模原 vs ＡＣ長野パルセイロ ギオンス DAZN
カマタマーレ讃岐 vs ヴァンラーレ八戸 ピカスタ DAZN
ギラヴァンツ北九州 vs ガイナーレ鳥取 ミクスタ DAZN
ロアッソ熊本 vs 福島ユナイテッドＦＣ えがおＳ DAZN

ガンバ大阪Ｕ－２３ vs アスルクラロ沼津 パナスタ DAZN
未定 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs 藤枝ＭＹＦＣ 未定 DAZN
未定 カターレ富山 vs ＦＣ東京Ｕ－２３ 未定 DAZN
未定 セレッソ大阪Ｕ－２３ vs ブラウブリッツ秋田 未定 DAZN

12/8（日） ヴァンラーレ八戸 vs セレッソ大阪Ｕ－２３ ダイスタ DAZN
いわてグルージャ盛岡 vs カマタマーレ讃岐 いわスタ DAZN
ブラウブリッツ秋田 vs ＳＣ相模原 秋田陸 DAZN
福島ユナイテッドＦＣ vs ザスパクサツ群馬 とうスタ DAZN
ＡＣ長野パルセイロ vs ロアッソ熊本 長野Ｕ DAZN

藤枝ＭＹＦＣ vs ギラヴァンツ北九州 藤枝サ DAZN
アスルクラロ沼津 vs カターレ富山 愛鷹 DAZN
ガイナーレ鳥取 vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 とりスタ DAZN
ＦＣ東京Ｕ－２３ vs ガンバ大阪Ｕ－２３ 駒沢 DAZN

■今後、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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