
1次ラウンド　組合せ

徳島県 2年ぶり2回目 岡山県 2年連続2回目 神奈川県 2年連続5回目 富山県 7年ぶり2回目 福井県 10年ぶり3回目 京都府 初出場

大阪府2 5年ぶり2回目 福岡県 13年ぶり4回目 沖縄県 2年ぶり2回目 秋田県 2年ぶり7回目 大分県 17年ぶり8回目 福島県 2年ぶり3回目

宮崎県 4年ぶり4回目 兵庫県 2年連続10回目 長野県 5年ぶり2回目 佐賀県 7年連続9回目 三重県 5年ぶり5回目 香川県 初出場

千葉県 2年連続18回目 愛知県 初出場 愛媛県 5年ぶり10回目 和歌山県 3年ぶり8回目 茨城県 2年連続3回目 長崎県 2年連続3回目

群馬県 2年ぶり10回目 青森県 2年連続4回目 石川県 初出場 山口県 2年連続3回目 宮城県 2年ぶり9回目 滋賀県 2年連続3回目

奈良県 3年ぶり3回目 熊本県 2年ぶり7回目 岐阜県 初出場 東京都 10年ぶり14回目 広島県 3年連続8回目 鹿児島県 2年連続4回目

静岡県 初出場 栃木県 初出場 島根県 3年ぶり2回目 北海道 3年連続8回目 新潟県 初出場 埼玉県 11年ぶり7回目

高知県 初出場 大阪府 3年ぶり2回目 山形県 初出場 岩手県 初出場 山梨県 2年ぶり4回目 鳥取県 3年連続4回目

グループA グループB グループC グループD グループE グループF

石井ＦＣ Ｊフィールド津山ＳＣ 川崎フロンターレ ヴァリエンテ富山 敦賀ＦＣフレンズ 修学院ＦＣ

大阪市ジュネッスＦＣ アビスパ福岡 比屋根ＦＣ スポルティフ秋田 明治北ＳＳＣ エストレージャスＦＣ

アリーバＦＣ 兵庫ＦＣ アンテロープ塩尻 サガン鳥栖 大山田ＳＳＳ ＳＦＣ坂出

柏レイソル ＦＣフェルボール愛知 帝人ＳＳ ＦＣバレンティア 鹿島アントラーズつくば Ｖ・ファーレン長崎

グループG グループH グループＩ グループJ グループK グループL

ファナティコス リベロ津軽ＳＣ 旭丘ＦＣ スリーエスＦＣ ベガルタ仙台 アミティエＳＣ草津

ＹＦ奈良テソロ ソレッソ熊本 メジェール岐阜瑞穂ＦＣ 東京ヴェルディ サンフレッチェ広島 太陽ＳＣ

キューズＦＣ・エスパルス ＦＣバロン ＦＣ斐川 北海道コンサドーレ札幌 クラブ・エフスリー 江南南ＳＳ

ＦＣアスルクラロ高知 ＳＳクリエイト モンテディオ山形庄内 ヴェルディＳＳ岩手 ヴァンフォーレ甲府 鳥取ＫＦＣ
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1次ラウンド　マッチスケジュール

【第1戦】 会場：

石井ＦＣ － 大阪市ジュネッスＦＣ アリーバＦＣ － 柏レイソル Ｊフィールド津山ＳＣ － アビスパ福岡 兵庫ＦＣ － ＦＣフェルボール愛知

敦賀ＦＣフレンズ － 明治北ＳＳＣ 大山田ＳＳＳ － 鹿島アントラーズつくば 修学院ＦＣ － エストレージャスＦＣ ＳＦＣ坂出 － Ｖ・ファーレン長崎

旭丘ＦＣ － メジェール岐阜瑞穂ＦＣ ＦＣ斐川 － モンテディオ山形庄内 スリーエスＦＣ － 東京ヴェルディ 北海道コンサドーレ札幌 － ヴェルディＳＳ岩手

川崎フロンターレ － 比屋根ＦＣ アンテロープ塩尻 － 帝人ＳＳ ヴァリエンテ富山 － スポルティフ秋田 サガン鳥栖 － ＦＣバレンティア

ファナティコス － ＹＦ奈良テソロ キューズＦＣ・エスパルス － ＦＣアスルクラロ高知 リベロ津軽ＳＣ － ソレッソ熊本 ＦＣバロン － ＳＳクリエイト

ベガルタ仙台 － サンフレッチェ広島 クラブ・エフスリー － ヴァンフォーレ甲府 アミティエＳＣ草津 － 太陽ＳＣ 江南南ＳＳ － 鳥取ＫＦＣ

【第2戦】 会場：

ヴァリエンテ富山 － サガン鳥栖 スポルティフ秋田 － ＦＣバレンティア 川崎フロンターレ － アンテロープ塩尻 比屋根ＦＣ － 帝人ＳＳ

リベロ津軽ＳＣ － ＦＣバロン ソレッソ熊本 － ＳＳクリエイト ファナティコス － キューズＦＣ・エスパルス ＹＦ奈良テソロ － ＦＣアスルクラロ高知

アミティエＳＣ草津 － 江南南ＳＳ 太陽ＳＣ － 鳥取ＫＦＣ ベガルタ仙台 － クラブ・エフスリー サンフレッチェ広島 － ヴァンフォーレ甲府

Ｊフィールド津山ＳＣ － 兵庫ＦＣ アビスパ福岡 － ＦＣフェルボール愛知 石井ＦＣ － アリーバＦＣ 大阪市ジュネッスＦＣ － 柏レイソル

修学院ＦＣ － ＳＦＣ坂出 エストレージャスＦＣ － Ｖ・ファーレン長崎 敦賀ＦＣフレンズ － 大山田ＳＳＳ 明治北ＳＳＣ － 鹿島アントラーズつくば

スリーエスＦＣ － 北海道コンサドーレ札幌 東京ヴェルディ － ヴェルディＳＳ岩手 旭丘ＦＣ － ＦＣ斐川 メジェール岐阜瑞穂ＦＣ － モンテディオ山形庄内

【第3戦】 会場：

川崎フロンターレ － 帝人ＳＳ 比屋根ＦＣ － アンテロープ塩尻 ヴァリエンテ富山 － ＦＣバレンティア スポルティフ秋田 － サガン鳥栖

ファナティコス － ＦＣアスルクラロ高知 ＹＦ奈良テソロ － キューズＦＣ･エスパルス リベロ津軽ＳＣ － ＳＳクリエイト ソレッソ熊本 － ＦＣバロン

ベガルタ仙台 － ヴァンフォーレ甲府 サンフレッチェ広島 － クラブ・エフスリー アミティエＳＣ草津 － 鳥取ＫＦＣ 太陽ＳＣ － 江南南ＳＳ

石井ＦＣ － 柏レイソル 大阪市ジュネッスＦＣ － アリーバＦＣ Ｊフィールド津山ＳＣ － ＦＣフェルボール愛知 アビスパ福岡 － 兵庫ＦＣ

敦賀ＦＣフレンズ － 鹿島アントラーズつくば 明治北ＳＳＣ － 大山田ＳＳＳ 修学院ＦＣ － Ｖ･ファーレン長崎 エストレージャスＦＣ － ＳＦＣ坂出

旭丘ＦＣ － モンテディオ山形庄内 メジェール岐阜瑞穂ＦＣ － ＦＣ斐川 スリーエスＦＣ － ヴェルディＳＳ岩手 東京ヴェルディ － 北海道コンサドーレ札幌

12月26日(水) ふれあいスポーツランド

K/O ピッチ1 ピッチ2 ピッチ3 ピッチ4

09:30

10:30

11:30

K/O ピッチ5 ピッチ６ ピッチ7 ピッチ8

09:30

10:30

11:30

12月26日(水) ふれあいスポーツランド

K/O ピッチ1 ピッチ2 ピッチ3 ピッチ4

13:15

14:15

15:15

K/O ピッチ5 ピッチ６ ピッチ7 ピッチ8

13:15

14:15

15:15

ピッチ６

12月27日(木) ふれあいスポーツランド

K/O ピッチ1 ピッチ2 ピッチ3 ピッチ4

ピッチ7 ピッチ8ピッチ5

09:30

10:30

11:30

09:30

10:30

11:30

K/O


