
節 日程 キックオフ HOME AWAY 会場

4/9(土) 10:30 セレッソ大阪U-18 - 大分トリニータU-18 ヤンマースタジアム長居

4/9(土) 13:00 ヴィッセル神戸U-18 - 東福岡高校 ヤンマースタジアム長居

4/9(土) 16:30 ガンバ大阪ユース - 大津高校 万博記念競技場

4/10(日) 11:00 京都サンガF.C. U-18 - サンフレッチェ広島F.Cユース 万博記念競技場

4/10(日) 13:30 神戸弘陵学園高校 - 名古屋グランパスU18 万博記念競技場

4/16(土) 15:00 ガンバ大阪ユース - 神戸弘陵学園高校 ガンバ大阪グラウンド

4/17(日) 11:00 京都サンガF.C. U-18 - 名古屋グランパスU18 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

4/17(日) 11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 大分トリニータU-18 吉田サッカー公園

4/17(日) 11:00 大津高校 - 東福岡高校 大津町運動公園 球技場

4/17(日) 15:00 セレッソ大阪U-18 - ヴィッセル神戸U-18 セレッソ大阪舞洲グラウンド

4/24(日) 11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 大津高校 吉田サッカー公園

4/24(日) 11:00 東福岡高校 - ガンバ大阪ユース 東福岡高校

4/24(日) 12:00 名古屋グランパスU18 - セレッソ大阪U-18 トヨタスポーツセンター

4/24(日) 13:00 大分トリニータU-18 - 京都サンガF.C. U-18 大分銀行ドーム

4/24(日) 14:00 ヴィッセル神戸U-18 - 神戸弘陵学園高校 いぶきの森球技場

4/30(土) 11:00 神戸弘陵学園高校 - 東福岡高校 みきぼうパークひょうご 第２球技場

4/30(土) 15:00 セレッソ大阪U-18 - ガンバ大阪ユース セレッソ大阪舞洲グラウンド

5/1(日) 11:00 名古屋グランパスU18 - サンフレッチェ広島F.Cユース トヨタスポーツセンター

5/1(日) 13:00 大分トリニータU-18 - 大津高校 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

5/1(日) 未定 京都サンガF.C. U-18 - ヴィッセル神戸U-18 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

5/7(土) 11:00 東福岡高校 - セレッソ大阪U-18 東福岡高校

5/7(土) 11:00 大分トリニータU-18 - 名古屋グランパスU18 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

5/8(日) 11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - ヴィッセル神戸U-18 吉田サッカー公園

5/8(日) 11:00 大津高校 - 神戸弘陵学園高校 大津町運動公園 球技場

5/8(日) 17:00 ガンバ大阪ユース - 京都サンガF.C. U-18 万博記念競技場

6/25(土) 11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - ガンバ大阪ユース 吉田サッカー公園

6/25(土) 14:00 ヴィッセル神戸U-18 - 大分トリニータU-18 いぶきの森球技場

6/26(日) 11:00 名古屋グランパスU18 - 大津高校 名古屋市港サッカー場

6/26(日) 11:00 京都サンガF.C. U-18 - 東福岡高校 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

6/26(日) 15:00 セレッソ大阪U-18 - 神戸弘陵学園高校 セレッソ大阪舞洲グラウンド

7/2(土) 11:00 大津高校 - セレッソ大阪U-18 大津町運動公園 競技場

7/2(土) 15:00 神戸弘陵学園高校 - 京都サンガF.C. U-18 みきぼうパークひょうご 第２球技場

7/2(土) 16:30 東福岡高校 - サンフレッチェ広島F.Cユース 東福岡高校

7/3(日) 11:00 名古屋グランパスU18 - ヴィッセル神戸U-18 トヨタスポーツセンター

7/3(日) 11:00 大分トリニータU-18 - ガンバ大阪ユース 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

7/9(土) 15:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 神戸弘陵学園高校 吉田サッカー公園

7/9(土) 17:00 東福岡高校 - 大分トリニータU-18 東福岡高校

7/9(土) 18:00 ヴィッセル神戸U-18 - 大津高校 いぶきの森球技場

7/10(日) 16:30 京都サンガF.C. U-18 - セレッソ大阪U-18 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

7/10(日) 17:30 ガンバ大阪ユース - 名古屋グランパスU18 ガンバ大阪グラウンド

7/16(土) 10:30 大津高校 - 京都サンガF.C. U-18 大津町運動公園 競技場

7/16(土) 15:00 神戸弘陵学園高校 - 大分トリニータU-18 いぶきの森球技場

7/17(日) 11:00 名古屋グランパスU18 - 東福岡高校 名古屋市港サッカー場

7/17(日) 16:00 セレッソ大阪U-18 - サンフレッチェ広島F.Cユース セレッソ大阪舞洲グラウンド

7/17(日) 18:00 ヴィッセル神戸U-18 - ガンバ大阪ユース いぶきの森球技場
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節 日程 キックオフ HOME AWAY 会場

8/27(土) 10:30 大分トリニータU-18 - セレッソ大阪U-18 大分スポーツ公園 県協会グラウンド(人工芝)

8/27(土) 17:00 東福岡高校 - ヴィッセル神戸U-18 東福岡高校

8/27(土) 17:00 大津高校 - ガンバ大阪ユース 大津町運動公園 競技場

8/28(日) 10:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 京都サンガF.C. U-18 吉田サッカー公園

8/28(日) 17:00 名古屋グランパスU18 - 神戸弘陵学園高校 トヨタスポーツセンター

9/3(土) 11:00 大津高校 - サンフレッチェ広島F.Cユース 大津町運動公園 球技場

9/3(土) 18:00 ガンバ大阪ユース - 東福岡高校 ガンバ大阪グラウンド

9/4(日) 10:00 京都サンガF.C. U-18 - 大分トリニータU-18 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

9/4(日) 17:00 セレッソ大阪U-18 - 名古屋グランパスU18 セレッソ大阪舞洲グラウンド

9/4(日) 19:00 神戸弘陵学園高校 - ヴィッセル神戸U-18 三木総合防災公園 陸上競技場

9/10(土) 18:00 ヴィッセル神戸U-18 - セレッソ大阪U-18 いぶきの森球技場

9/11(日) 10:30 名古屋グランパスU18 - 京都サンガF.C. U-18 トヨタスポーツセンター

9/11(日) 11:00 神戸弘陵学園高校 - ガンバ大阪ユース 三木総合防災公園 陸上競技場

9/11(日) 11:00 大分トリニータU-18 - サンフレッチェ広島F.Cユース 大分スポーツ公園 県協会グラウンド(人工芝)

9/11(日) 17:00 東福岡高校 - 大津高校 レベルファイブスタジアム

9/17(土) 17:00 東福岡高校 - 神戸弘陵学園高校 東福岡高校

9/17(土) 18:00 ヴィッセル神戸U-18 - 京都サンガF.C. U-18 いぶきの森球技場

9/18(日) 13:00 大津高校 - 大分トリニータU-18 大津町運動公園 球技場

9/18(日) 19:30 ガンバ大阪ユース - セレッソ大阪U-18 ガンバ大阪グラウンド

9/19(月) 11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 名古屋グランパスU18 吉田サッカー公園

9/24(土) 11:00 名古屋グランパスU18 - 大分トリニータU-18 トヨタスポーツセンター

9/24(土) 11:00 神戸弘陵学園高校 - 大津高校 みきぼうパークひょうご 第１球技場

9/24(土) 15:00 ヴィッセル神戸U-18 - サンフレッチェ広島F.Cユース いぶきの森球技場

9/24(土) 18:00 セレッソ大阪U-18 - 東福岡高校 セレッソ大阪舞洲グラウンド

9/25(日) 17:00 京都サンガF.C. U-18 - ガンバ大阪ユース 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

10/1(土) 13:00 神戸弘陵学園高校 - セレッソ大阪U-18 みきぼうパークひょうご 第１球技場

10/1(土) 15:00 ガンバ大阪ユース - サンフレッチェ広島F.Cユース ガンバ大阪グラウンド

10/2(日) 11:00 東福岡高校 - 京都サンガF.C. U-18 東福岡高校

10/2(日) 11:00 大津高校 - 名古屋グランパスU18 熊本県民総合運動公園補助競技場

10/2(日) 13:00 大分トリニータU-18 - ヴィッセル神戸U-18 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場

11/26(土) 14:00 ヴィッセル神戸U-18 - 名古屋グランパスU18 いぶきの森球技場

11/27(日) 11:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - 東福岡高校 吉田サッカー公園

11/27(日) 14:00 ガンバ大阪ユース - 大分トリニータU-18 ガンバ大阪グラウンド

11/27(日) 15:00 京都サンガF.C. U-18 - 神戸弘陵学園高校 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

11/27(日) 15:00 セレッソ大阪U-18 - 大津高校 セレッソ大阪舞洲グラウンド

12/3(土) 11:00 大分トリニータU-18 - 東福岡高校 大分スポーツ公園 県協会グラウンド(人工芝)

12/3(土) 未定 名古屋グランパスU18 - ガンバ大阪ユース 瑞穂or豊田市陸

12/4(日) 11:00 神戸弘陵学園高校 - サンフレッチェ広島F.Cユース 三木総合防災公園 陸上競技場

12/4(日) 13:00 大津高校 - ヴィッセル神戸U-18 大津町運動公園 球技場

12/4(日) 15:00 セレッソ大阪U-18 - 京都サンガF.C. U-18 セレッソ大阪舞洲グラウンド

12/11(日) 13:00 京都サンガF.C. U-18 - 大津高校 京都サンガF.C. 東城陽グラウンド

12/11(日) 13:00 ガンバ大阪ユース - ヴィッセル神戸U-18 ガンバ大阪グラウンド

12/11(日) 13:00 サンフレッチェ広島F.Cユース - セレッソ大阪U-18 吉田サッカー公園

12/11(日) 13:00 東福岡高校 - 名古屋グランパスU18 東福岡高校

12/11(日) 13:00 大分トリニータU-18 - 神戸弘陵学園高校 大分スポーツ公園だいぎんサッカー・ラグビー場
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