
代表者会議　　19:00～　（とかちプラザ）

10:00～ 【1】 【2】 【3】 【4】
12:20～ 【5】 【6】 【7】 【8】
14:30～ 【9】 【10】 【11】 【12】

10:00～ 【13】 【14】 【15】 【16】
12:20～ 【17】 【18】 【19】 【20】
14:30～ 【21】 【22】 【23】 【24】

10:00～ 【37】 【38】 【25】 【26】
12:20～ 【41】 【42】 【29】 【30】
14:30～ 【45】 【46】 【33】 【34】

10:00～ 【39】 【40】 【27】 【28】
12:20～ 【43】 【44】 【31】 【32】
14:30～ 【47】 【48】 【35】 【36】

10:00～ 【63】 【64】 【61】 【62】
12:20～ 【67】 【68】 【65】 【66】
14:30～ 【71】 【72】 【69】 【70】

10:00～ 【51】 【52】 【49】 【50】
12:20～ 【55】 【56】 【53】 【54】
14:30～ 【59】 【60】 【57】 【58】

10:00～ 【73】 【74】 【75】 【76】

12:30～ 【81】 【82】 【83】 【84】

10:00～ 【77】 【78】 【79】 【80】

12:30～ 【85】 【86】 【87】 【88】

10:00～ 【89】 【90】 【91】 【92】

12:30～ 【93】 【94】 【95】 【96】

10:00～ 【97】 VS 【98】
12:30～ 【99】 VS 【100】

11:00～ 【101】 VS 【102】

11:00～ 【103】 VS

モンテディオ庄内 セレッソ大阪 西 vs 柏レイソル

競技日程
8月14日（水）

8月15日（木） グループステージ  第1日
【帯球A】 【帯球B】 【音更A】 【音更B】

ソレッソ熊本 横浜Ｆ･マリノス vs ロアッソ熊本

東海スポーツ vs サガン唐津
刈谷ＪＹ vs ヴィットーリアス サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪 三菱養和巣鴨 vs 藤枝東ＦＣ セレッソ大阪 和歌山 vs ブレイズ熊本

サンフレッチェくにびき vs 湘南ベルマーレ ジェフ千葉 vs

グランセナ新潟 vs ディアブロッサ高田
【中札内C】 【幕別】 【中札内A】 【中札内B】

スプレッド・イーグル函館 vs 愛媛ＦＣ ベガルタ仙台 vs ＦＣ多摩 アビスパ福岡 vs パテオＦＣ 鹿島アントラーズつくば vs ＭＩＯびわこ滋賀

ヴィッセル神戸 vs 東京武蔵野シティ 清水エスパルス vs

コンサドーレ札幌 vs ラヴィーダ
名古屋グランパス vs アルビレックス新潟 神戸ＦＣ vs Ｆｏｒｚａ‘０２ ＦＣ東京むさし vs 豊田ＡＦＣ 柏田ＳＣ vs コーマラント

前橋ＦＣ vs サガン鳥栖 バイエルンツネイシ vs 長岡ＪＹＦＣ 横浜Ｆ･マリノス追浜 vs レノヴェンスオガサ

8月16日（金） グループステージ  第2日
【帯球A】 【帯球B】 【音更A】 【音更B】

スプレッド・イーグル函館 vs ＦＣ多摩 ベガルタ仙台 vs 愛媛ＦＣ サンフレッチェくにびき vs モンテディオ庄内 ジェフ千葉 vs 湘南ベルマーレ
サンフレッチェ広島 vs ヴィットーリアス

名古屋グランパス vs Ｆｏｒｚａ‘０２ 神戸ＦＣ vs アルビレックス新潟 ヴィッセル神戸 vs ソレッソ熊本 清水エスパルス vs 東京武蔵野シティ
前橋ＦＣ vs 長岡ＪＹＦＣ バイエルンツネイシ vs サガン鳥栖 刈谷ＪＹ vs セレッソ大阪

【中札内C】 【幕別】 【中札内A】 【中札内B】
アビスパ福岡 vs ＭＩＯびわこ滋賀 鹿島アントラーズつくば vs パテオＦＣ セレッソ大阪 西 vs サガン唐津 東海スポーツ vs 柏レイソル

セレッソ大阪 和歌山 vs 藤枝東ＦＣ
ＦＣ東京むさし vs コーマラント 柏田ＳＣ vs 豊田ＡＦＣ 横浜Ｆ･マリノス vs ディアブロッサ高田 グランセナ新潟 vs ロアッソ熊本

横浜Ｆ･マリノス追浜 vs ラヴィーダ コンサドーレ札幌 vs レノヴェンスオガサ 三菱養和巣鴨 vs ブレイズ熊本

8月17日（土） グループステージ  第3日
【帯球A】 【帯球B】 【音更A】 【音更B】

アビスパ福岡 vs 鹿島アントラーズつくば ＭＩＯびわこ滋賀 vs パテオＦＣ スプレッド・イーグル函館 vs ベガルタ仙台 ＦＣ多摩 vs 愛媛ＦＣ
長岡ＪＹＦＣ vs サガン鳥栖

ＦＣ東京むさし vs 柏田ＳＣ コーマラント vs 豊田ＡＦＣ 名古屋グランパス vs 神戸ＦＣ Ｆｏｒｚａ‘０２ vs アルビレックス新潟
横浜Ｆ･マリノス追浜 vs コンサドーレ札幌 ラヴィーダ vs レノヴェンスオガサ 前橋ＦＣ vs バイエルンツネイシ

vs サンフレッチェ広島

【中札内C】 【幕別】 【中札内B】
セレッソ大阪 西 vs 東海スポーツ サガン唐津 vs 柏レイソル サンフレッチェくにびき vs ジェフ千葉 モンテディオ庄内 vs 湘南ベルマーレ

【中札内A】

2チ VS

セレッソ大阪 vs ヴィットーリアス
横浜Ｆ･マリノス vs グランセナ新潟 ディアブロッサ高田 vs ロアッソ熊本 ヴィッセル神戸 vs 清水エスパルス ソレッソ熊本 vs 東京武蔵野シティ
三菱養和巣鴨 vs セレッソ大阪 和歌山 ブレイズ熊本 vs 藤枝東ＦＣ 刈谷ＪＹ

8月18日（日） 休   息   日   

8月19日（月） ラウンド32
【帯球A】 【帯球B】 【音更A】 【音更B】

1イ VS 2イ 1ロ VS 3イ 2ロ VS 2ハ 1ハ VS 3ロ

2リ

2へ

VS

VS

【幕別】 【中札内A】 【中札内C】

1二 VS 2二 1ホ VS 1へ VS

3チ

1リ VS 3へ1ト VS 2ト 1チ VS 3ホ

3二

1ヌ VS 2ヌ 1ヲ

【帯球Ａ】 【帯球Ｂ】 【中札内A】 【中札内B】

3ト 2ル VS1ル VS 2ヲ

3ハ 2ホ

【77】の勝者 VS 【78】の勝者

【86】の勝者 【87】の勝者 VS 【88】の勝者

8月20日（火） ラウンド16

【中札内B】

【93】 の勝者 【94】 の勝者 【95】 の勝者 【96】 の勝者

準 決 勝
【帯球A】

【92】 の勝者

【85】の勝者 VS

【帯球B】

8月22日（木） 休   息   日

8月21日（水） 準々決勝
【帯球A】 【帯球B】

【89】 の勝者 【90】 の勝者 【91】 の勝者

【79】の勝者 VS 【80】の勝者【76】の勝者

※3試合目終了後、ノックアウトステージ進出チームによる組合せ抽選会を行います　（19：00～とかちプラザ）

8月23日（金）

＊決勝戦終了後　　表彰式・閉会式 

8月24日（土） 決   勝
【幕別】

【101】 の勝者 【102】 の勝者

【97】 の勝者 【98】 の勝者 【99】 の勝者 【100】 の勝者

【81】の勝者 VS 【82】の勝者 【83】の勝者 VS 【84】の勝者

【73】の勝者 VS 【74】の勝者 【75】の勝者 VS


