
 

●２０１８Ｊユースカップ 試合会場一覧（１回戦・２回戦） 

【コンサドーレ札幌Ｕ－１８】   

宮の沢白い恋人サッカー場  宮の沢 

〒063-0052 北海道札幌市西区宮の沢 2条 3丁目 TEL：011-662-5310 

・地下鉄東西線「宮の沢」駅より徒歩約 8分 
    

【ベガルタ仙台ユース】   

マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場  マイナビ 

〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通 1-1-2 TEL：022-377-1102 

・市営地下鉄「泉中央」駅より市営・宮城交通バスにて「泉パークタウン」行き乗車、｢宮城県図書館前｣下車 

・東北自動車道「泉 I.C.」から車で約 20分 

 

【ブラウブリッツ秋田Ｕ－１８】 
  

秋田市八橋運動公園陸上競技場 

 

秋田陸 

〒010-0974 秋田県秋田市八橋運動公園 1-10 TEL：018-823-1472 

・JR秋田新幹線、奥羽本線、羽越本線、男鹿線「秋田駅」より秋田中央交通バス県立プール線で「文化会館・八橋球場前」下車徒

歩 5分 

・秋田自動車道「秋田中央 I.C.」より 10分 
    

【モンテディオ山形ユース】  

 

スポーツ山形 21 石鳥居グラウンド  石鳥居 

〒994-0057 山形県天童市石鳥居１丁目１−１４４ TEL：023-666-8883 

・JR高擶駅から徒歩約 20分 
    

【鹿島アントラーズユース】 

鹿島アントラーズクラブハウス グラウンド 鹿島Ｇ 

〒314-0021 茨城県鹿嶋市粟生東山 2887 TEL：0299-84-6800 

・JR「東京」駅八重洲南口 4番乗場より高速バス「特急かしま号」で「鹿島アントラーズクラブハウス前経由鹿島神宮駅」行きで 

「鹿島アントラーズクラブハウス前」下車すぐ、または、「宇宙通信センター経由鹿島神宮駅」行きで「宇宙通信センター」 

下車徒歩 16分 
    

【ザスパクサツ群馬Ｕ－１８】   

群馬県立敷島公園県営サッカー・ラグビー場  群馬サ 

    

【浦和レッズユース】 
  

レッズランド 

 

ＲＬ 

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1771 TEL：048-840-1541 

・ＪＲ「浦和」駅西口より国際興業バス「大久保浄水場」行で「下大久保」下車徒歩 6分 

・ＪＲ「南与野」駅西口より国際興業バス「志木駅東口」「北朝霞駅」行で「下大久保」下車徒歩 6分 

・東武東上線「志木」駅東口より国際興業バス「南与野駅西口」行で「下大久保」下車徒歩 6分 

・ＪＲ・東武東上線「北朝霞」駅より国際興業バス「南与野駅西口」行で「下大久保」下車徒歩 6分 
    



 

【大宮アルディージャユース】 
  

堀崎公園グラウンド 

 

堀崎公園 

〒337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 12-1 TEL：048-687-2237 

・東武野田線 大和田駅下車 徒歩 10分 

・東武野田線 大和田駅からＪＲ東大宮行きのバスで「大宮武道館」下車 徒歩 2分 

・ＪＲ東大宮駅から東武野田線大和田駅行きのバスで「大宮武道館」下車 徒歩 2分 
    

【ジェフユナイテッド千葉Ｕ－１８】 

フクダ電子フィールド フクフィ 
    

【柏レイソルＵ－１８】 
  

三協フロンテア柏スタジアム 三協Ｆ柏 

〒277-0083 千葉県柏市日立台 1-2-50 TEL：04-7162-2201 

・ＪＲ、東武野田線「柏」駅東口より徒歩 20分 

・ＪＲ、東武野田線「柏」駅東口よりバス 1番線「名戸ヶ谷」行で「緑ヶ丘」または「日立台」下車徒歩 1分 

日曜日・祭日の午前 10時～18時の間は歩行者天国のため、「駅入口〈歩行者天国用〉」停留所からの発車 
    

日立柏総合グラウンド（人工芝） 柏総合 

〒277-0083 千葉県柏市日立台 1-2-50 TEL：04-7162-2201 

・JR常磐線、東武野田線「柏」駅東口より徒歩 20分 

・「柏」駅東口 5番乗り場より東武バス（名戸ヶ谷行）で「緑ヶ丘」または「日立台」下車徒歩 1分 

 

【ＦＣ東京Ｕ－１８】 
  

東京ガス武蔵野苑多目的グランド 

 

武蔵野苑 

〒187-0001  東京都小平市大沼町 3-14-1 TEL：042-342-8950 

・西武新宿線「花小金井」駅下車またはＪＲ中央線「武蔵小金井」駅より西武バス 21系統 「東久留米駅西口」行で「錦城高校前」 

下車徒歩約 1分、または「ガスミュージアム前」下車徒歩約 5分 

・西武池袋線「東久留米」駅下車より西武バス 21系統「滝山団地経由武蔵小金井駅」行もしくは西武バス 31系統「昭和病院」行 

で「錦城高校前」下車徒歩約 1分または「ガスミュージアム入口」下車徒歩約 5分 

・西武新宿線「小平」駅より徒歩約 20分 
    

【東京ヴェルディユース】   

ヴェルディグラウンド 

 

ヴェルＧ 

〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-1 TEL：03-3512-1969 

・京王相模原線「京王よみうりランド」駅より徒歩 20分 

・京王相模原線「京王稲田堤」駅よりバス「西菅団地」下車徒歩 7分 

・小田急線「読売ランド前」駅よりバス「よみうりランド」下車徒歩 10分 
    

    

    

    

    



 

【ＦＣ町田ゼルビアユース】  

小野路公園グラウンド  小野路Ｇ 

〒195-0064 東京都町田市小野路町 2023-1  

・小田急線「鶴川」駅より神奈中バス[鶴 32]系統「多摩センター駅」行乗車で「下堤」下車徒歩 2分 

・小田急線・京王線「多摩センター」駅よりバス[鶴 32]系統「鶴川駅」行で「下堤」下車徒歩 2分 

    

【川崎フロンターレＵ－１８】 
 

等々力陸上競技場 等々力 

〒211-0052 神奈川県川崎市中原区等々力 1-1 TEL：044-722-0303 

・東急東横線・目黒線または JR「武蔵小杉」駅北口よりバス「溝の口方面」行で「市営等々力グランド入口」下車徒歩 5分 

・東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅または JR「武蔵溝ノ口」駅北口よりバス「武蔵小杉方面」行で「市営等々力グランド入口」

下車徒歩 5分 

・JR南武線「武蔵中原」駅より徒歩 15分 

・東急東横線・目黒線「新丸子」駅より徒歩 15分 
     

【横浜Ｆ・マリノスユース】 
  

横浜市三ツ沢公園陸上競技場 三ツ沢陸 

〒221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 3-1 TEL：045-311-2016 

・JR「横浜」駅西口より市営または相鉄バス（3・6～10番乗り場）で「三ツ沢総合グランド入口」下車徒歩 2分 

・市営地下鉄「三ツ沢上町」駅より徒歩 15分 
    

【松本山雅ＦＣ Ｕ－１８】  

松本平広域公園総合球技場 松本 

〒390-1243 長野県松本市神林 5300 TEL：0263-57-2211 

・ＪＲ「松本」駅（松本城側の出口）から松本バスターミナル（松本駅から 200m、徒歩 4分）へ移動、松本バスターミナルより「空港朝

日線・信州まつもと空港」行で「上二子口バス停」下車徒歩 20分 

・ＪＲ「村井」駅からタクシー（距離 4.7km／駅にはタクシーが 2～3台停車） 
    

【アルビレックス新潟Ｕ－１８】 
  

新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ 

 

聖籠ＳＣ 

〒957-0101 新潟県北蒲原郡聖籠町東港 5-1923-12 TEL：025-257-5822 

・ＪＲ「新発田」駅よりタクシーで 20分 

・ＪＲ「新潟」駅よりタクシーで 40分 
    

【カターレ富山Ｕ－１８】 

富山県岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 岩瀬 

〒931-8382 富山県富山市森 5-1-17 TEL：076-438-4880 

・ＪＲ北陸本線「東富山」駅下車徒歩約 15分 

・富山ライトレール「蓮町」駅下車徒歩約 12分 

・北陸自動車道「富山西ＩＣ」、「富山ＩＣ」、「滑川ＩＣ」から車で 35分 
    

    



 

【清水エスパルスユース】 
  

鈴与三保グラウンド 

 

鈴与三保 
    

【ジュビロ磐田Ｕ－１８】 
  

エコパスタジアム 

 

エコパ 

〒437-0031 静岡県袋井市愛野 2300-1 TEL：0538-41-1800 

・JR東海道本線「愛野」駅より徒歩 15分 
    

【名古屋グランパスＵ１８】 
  

トヨタスポーツセンター 

 

トヨタＳ 

〒470-0344 愛知県豊田市保見町井ノ向 57-230 TEL：0565-43-1151 

・名鉄豊田線「三好ヶ丘」駅より徒歩 10分 
    

【ＦＣ岐阜Ｕ－１８】   

岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ  長良川球 

〒502-0817 岐阜市長良福光青襖 2070-7 TEL：058-295-4463 

・ＪＲ「岐阜」駅 10番乗り場、名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅岐阜バスターミナル C乗り場から岐阜バス三田洞線「三田洞団地」、

「長良八代公園」、「彦坂真生寺」行で「岐阜メモリアルセンター前」下車 

・ＪＲ「岐阜」駅 11番乗り場、名鉄名古屋本線「名鉄岐阜」駅 4番乗り場から岐阜バス「市内ループ線（左回り）」で「岐阜メモリアルセ

ンター北」下車 

    

【京都サンガ F.C.Ｕ－１８】 
  

京都サンガ F.C.東城陽グラウンド 

 

東城陽Ｇ 

〒610-0102 京都府城陽市久世上大谷 89-1 TEL：0774-55-7602 

・ＪＲ奈良線「京都」駅から「宇治」駅下車、タクシーで約 10分、もしくは京阪バス「近鉄大久保」駅行で「宇治友が丘」下車徒歩 20分 

・近鉄京都線「京都」駅から「大久保」駅下車、タクシーで約 10分、もしくは京阪バス「京阪宇治」駅行で「宇治友が丘」 

下車徒歩 20分 

・近鉄「大久保」駅から京阪バス「宮の谷」行で終点下車徒歩 15分 

・ＪＲ「城陽」駅、または近鉄「寺田」駅より巡回バスで「サンガタウン城陽」下車 
    

【ガンバ大阪ユース】 
 

ＯＦＡ万博フットボールセンター ＯＦＡ万 

〒565-0826 吹田市千里万博公園 3-3 万博記念公園スポーツ広場内 06-6441-5881 

・大阪モノレール「万博記念公園」駅下車徒歩 20分 

 

    

【セレッソ大阪Ｕ－１８】 
  

南津守さくら公園スポーツ広場 

 

南津守 

〒557-0063 大阪府大阪市西成区南津守 1-2-36 TEL：06-4398-5680 

・ＪＲ、地下鉄「なんば駅」、JR「芦原橋駅」より大阪市営バス（29番系統）「住之江公園」行き乗車「南津守 1丁目」下車すぐ 
    

    

    



 

【ヴィッセル神戸Ｕ－１８】 
  

いぶきの森球技場 B グラウンド 

 

いぶきＢ 

〒651-2231 神戸市西区櫨谷町寺谷 1242-111 TEL：078-991-5612 

・神戸市営地下鉄西神山手線「西神南」駅より神戸市営バス 46系統「ハイテクパーク」行で「ハイテク 4番」下車 
    

【ガイナーレ鳥取Ｕ－１８】   

チュウブＹＡＪＩＮスタジアム  チュスタ 

〒683-0846 鳥取県米子市安倍 1-1  TEL：0859-24-8023 

・JR境線「河崎口」駅下車 徒歩 20分 

・米子鬼太郎空港よりタクシーで約 15分 

    

【ファジアーノ岡山Ｕ－１８】 
  

政田サッカー場 

 

政田 

〒704-8163 岡山県岡山市東区升田 614-11 TEL：086-948-0035 

・「岡山」駅から約 15km、赤穂線「大多羅」駅から約 7km 

・「岡山」駅から両備バス「沖元経由西大寺」行で「光津」下車、約 3km 
    

【サンフレッチェ広島Ｆ．Ｃユース】 
  

吉田サッカー公園 

 

吉田 

〒731-0543 広島県安芸高田市吉田町西浦 187-1 TEL：0826-42-1600 

・ＪＲ芸備線「向原駅」よりタクシーで約 20分 

・広島バスセンターより広島電鉄バス「吉田」行で「吉田営業所」下車、タクシーで 5分 
    

【レノファ山口ＦＣ Ｕ－１８】   

山口県立おのだサッカー交流公園  おのだ 

〒756-0817 山口県山陽小野田市大字小野田字末広 TEL：0836-81-3100 

・山口宇部空港から車で 26分 

・JR山陽新幹線厚狭駅から車で 20分 

・JR山陽本線小野田駅から車で 8分 

・JR小野田線南中川駅から徒歩 15分 

・山陽自動車道宇部下関線小野田 ICから車で 13分 
    

【徳島ヴォルティスユース】 
  

徳島スポーツビレッジ 

 

ＴＳＶ 

〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷 2-22 TEL：088-672-7252 

・ＪＲ高徳線「板野」駅下車、タクシーで約 5分 

・高松自動車道「板野 IC」から約 5分 
    

    

    

    

    



 

【愛媛ＦＣ Ｕ－１８】 
  

愛フィールド梅津寺 

 

梅津寺 

〒791-8082 愛媛県松山市梅津寺町 1386-5 TEL：089-952-2200 

・伊予鉄道高浜線「梅津寺」駅下車徒歩 0分 

・「松山 IC」から車で 40分 
    

【アビスパ福岡Ｕ－１８】 
  

福岡フットボールセンター  福岡フ 

〒813-0018 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭 1-2-16 TEL：092-674-3048 

・「天神」福岡中央郵便局前 18番乗り場から、またはＪＲ「博多」駅交通センター1階 1番乗り場から、または西鉄「香椎」駅 

 構内から、それぞれバスで「香椎浜 3丁目」下車 

・都市高速「香椎浜ランプ」下車、ひとつ目の信号を左折して直進 5分 

    

【サガン鳥栖Ｕ－１８】 

龍谷高校グラウンド 

 

龍谷Ｇ 
    

【Ｖ・ファーレン長崎Ｕ－１８】 

諫早市サッカー場  諫早サ 

〒859-0406 長崎県諫早市多良見町木床 2001 TEL：095-843-8100 

・ＪＲ長崎本線「喜々津駅」下車徒歩 12分 

    

【ロアッソ熊本ユース】 
  

熊本県民総合運動公園サッカー場 

 

熊本サ 

〒861-8046 熊本県熊本市東区石原 2丁目 9-1 TEL：096-380-7599 

・ＪＲ「熊本」駅交通センターバスターミナルから【子 11】の「子飼・供合」経由「東熊本第二病院」行き、または【子 12】の「子飼・供

合」経由「光の森産交」行きに乗車し、「運動公園入口」下車 

・ＪＲ「熊本」駅交通センターバスターミナルから【鹿 4】の「託麻原本通・免許センター」経由「パークドーム」行き、または【鹿 8】の「託

麻原本通・免許センター」経由「パークドーム」行きに乗車し、「県民総合運動公園メイン駐車場」下車 
    

【大分トリニータＵ－１８】 

  

大分県サッカー協会スポーツ公園人工芝グラウンド 松岡人工 
    

【ＦＣ琉球Ｕ－１８】 

糸満市西崎陸上競技場 西崎陸上 

〒901-0306 沖縄県糸満市西崎町 3-1 TEL：098-992-4527 

・那覇バスターミナルからバス 89系統「糸満線」で「西崎運動公園前」下車すぐ。 

・那覇空港から車で約 15分 

 
 
 
 
 
 



 

時之栖スポーツセンター（裾野グラウンド） 時之栖 

〒410-1105 静岡県裾野市下和田 420-12 055-965-0865 

・ＪＲ御殿場線「岩波」駅よりタクシーで約 15分 
    

ノエビアスタジアム神戸 ノエスタ 

〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町 1-2-2 078-652-5656 

・神戸市営地下鉄海岸線「御崎公園」駅 2番出入口より徒歩 5分（出口左へ） 

・JR「兵庫」駅より徒歩 20分 

    

ＮＡＣＫ５スタジアム大宮 ＮＡＣＫ 

〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町 4 TEL：048-644-7950 

・JR「大宮」駅東口より国際興業バス「導守循環」行で「大宮サッカー場前」下車 

・JR「大宮」駅東口より徒歩 20分、またはタクシーで約 10分 

・東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園」駅、「北大宮」駅より徒歩 10分 
    

ベストアメニティスタジアム ベアスタ 

〒841-0034 佐賀県鳥栖市京町 812 TEL：0942-85-3522 

・JR「鳥栖」駅より徒歩 3分（歩道橋「虹の橋」を利用） 

・JR「新鳥栖」駅より長崎本線「鳥栖駅」行、または特急「博多駅」行で JR「鳥栖」駅下車、徒歩 3分 

・JR「新鳥栖」駅より西鉄バス「JR鳥栖駅」行で約 11分 

・JR「新鳥栖」駅よりタクシーで約 10分 

・西鉄大牟田線「小郡」駅よりタクシーで約 20分 

[車利用]「鳥栖 I.C.」より国道 3号線を久留米方面に直進、曽根崎交差点を右折。スタジアム周辺の無料駐車場が利用可能 

※台数に限りあり 
    

ミクニワールドスタジアム北九州 ミクスタ 

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 3-9-33 TEL：093-521-2020 

・JR「小倉」駅より徒歩７分 

 


