
No 日付 曜日 KO時間 ホーム アウェイ 会場 開催都県

【1】 4月8日 土 13:00 東京ヴェルディユース 前橋育英高校 ヴェルディグラウンド 東京都

【2】 4月9日 日 11:00 流通経済大学付属柏高校 鹿島学園高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【3】 4月9日 日 13:00 川崎フロンターレＵ－１８ 山梨学院高校 等々力陸上競技場 神奈川県

【4】 4月9日 日 14:00 桐光学園高校 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 県立保土ヶ谷公園サッカー場 神奈川県

【5】 4月9日 日 16:00 三菱養和ＳＣユース 横浜ＦＣユース 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド 東京都

【6】 4月15日 土 11:00 山梨学院高校 東京ヴェルディユース 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【7】 4月15日 土 11:00 鹿島学園高校 三菱養和ＳＣユース 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【8】 4月15日 土 14:00 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 流通経済大学付属柏高校 ユナイテッドパーク 千葉県

【9】 4月15日 土 14:00 横浜ＦＣユース 川崎フロンターレＵ－１８ 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県

【10】 4月16日 日 11:00 前橋育英高校 桐光学園高校 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【11】 4月22日 土 11:00 鹿島学園高校 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【12】 4月22日 土 13:00 東京ヴェルディユース 横浜ＦＣユース ヴェルディグラウンド 東京都

【13】 4月22日 土 13:30 川崎フロンターレＵ－１８ 三菱養和ＳＣユース 等々力第１サッカー場 神奈川県

【14】 4月22日 土 14:00 流通経済大学付属柏高校 前橋育英高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【15】 4月22日 土 14:00 桐光学園高校 山梨学院高校 県立保土ヶ谷公園サッカー場 神奈川県

【16】 4月29日 土 11:00 山梨学院高校 流通経済大学付属柏高校 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【17】 4月30日 日 11:00 前橋育英高校 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【18】 4月30日 日 14:00 川崎フロンターレＵ－１８ 鹿島学園高校 川崎フロンターレ麻生グラウンド 神奈川県

【19】 4月30日 日 14:00 横浜ＦＣユース 桐光学園高校 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県

【20】 4月30日 日 16:00 三菱養和ＳＣユース 東京ヴェルディユース 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド 東京都

【21】 5月6日 土 11:00 桐光学園高校 三菱養和ＳＣユース かもめパーク 神奈川県

【22】 5月6日 土 11:00 鹿島学園高校 前橋育英高校 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【23】 5月6日 土 13:00 東京ヴェルディユース 川崎フロンターレＵ－１８ ヴェルディグラウンド 東京都

【24】 5月7日 日 11:00 流通経済大学付属柏高校 横浜ＦＣユース 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【25】 5月7日 日 14:00 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 山梨学院高校 ユナイテッドパーク 千葉県

【26】 6月24日 土 11:00 前橋育英高校 山梨学院高校 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【27】 6月24日 土 11:00 鹿島学園高校 東京ヴェルディユース 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【28】 6月24日 土 13:30 川崎フロンターレＵ－１８ 桐光学園高校 等々力第１サッカー場 神奈川県

【29】 6月24日 土 15:30 横浜ＦＣユース ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県

【30】 6月24日 土 16:00 三菱養和ＳＣユース 流通経済大学付属柏高校 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド 東京都

【31】 7月1日 土 11:00 山梨学院高校 鹿島学園高校 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【32】 7月1日 土 15:00 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 三菱養和ＳＣユース ユナイテッドパーク 千葉県

【33】 7月1日 土 18:00 東京ヴェルディユース 桐光学園高校 ヴェルディグラウンド 東京都

【35】 7月2日 日 11:00 流通経済大学付属柏高校 川崎フロンターレＵ－１８ 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【34】 7月2日 日 11:00 前橋育英高校 横浜ＦＣユース 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【36】 7月8日 土 15:00 桐光学園高校 鹿島学園高校 県立保土ヶ谷公園サッカー場 神奈川県

【37】 7月8日 土 15:00 川崎フロンターレＵ－１８ ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 川崎フロンターレ麻生グラウンド 神奈川県

【38】 7月8日 土 15:30 三菱養和ＳＣユース 前橋育英高校 三菱養和会 調布グラウンド 東京都

【39】 7月8日 土 15:30 横浜ＦＣユース 山梨学院高校 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県

【40】 7月8日 土 18:00 東京ヴェルディユース 流通経済大学付属柏高校 ヴェルディグラウンド 東京都

【41】 7月15日 土 11:00 山梨学院高校 三菱養和ＳＣユース 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【42】 7月15日 土 11:00 鹿島学園高校 横浜ＦＣユース 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【43】 7月16日 日 11:00 流通経済大学付属柏高校 桐光学園高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【44】 7月16日 日 11:00 前橋育英高校 川崎フロンターレＵ－１８ 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【45】 7月16日 日 15:00 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 東京ヴェルディユース ユナイテッドパーク 千葉県

【46】 8月26日 土 10:00 鹿島学園高校 流通経済大学付属柏高校 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【47】 8月26日 土 10:30 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 桐光学園高校 ゼットエーオリプリスタジアム 千葉県

【48】 8月26日 土 11:00 山梨学院高校 川崎フロンターレＵ－１８ 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【49】 8月27日 日 11:00 前橋育英高校 東京ヴェルディユース 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【50】 8月27日 日 15:30 横浜ＦＣユース 三菱養和ＳＣユース 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県

【51】 9月2日 土 18:00 東京ヴェルディユース 山梨学院高校 ヴェルディグラウンド 東京都

【52】 9月3日 日 11:00 流通経済大学付属柏高校 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【53】 9月3日 日 11:00 桐光学園高校 前橋育英高校 かもめパーク 神奈川県

【54】 9月3日 日 15:00 川崎フロンターレＵ－１８ 横浜ＦＣユース 川崎フロンターレ麻生グラウンド 神奈川県

【55】 9月3日 日 17:30 三菱養和ＳＣユース 鹿島学園高校 三菱養和会 調布グラウンド 東京都

【56】 9月9日 土 11:00 山梨学院高校 桐光学園高校 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【57】 9月10日 日 10:30 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 鹿島学園高校 ゼットエーオリプリスタジアム 千葉県

【58】 9月10日 日 11:00 前橋育英高校 流通経済大学付属柏高校 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【59】 9月10日 日 15:30 横浜ＦＣユース 東京ヴェルディユース 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県
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【60】 9月10日 日 16:00 三菱養和ＳＣユース 川崎フロンターレＵ－１８ 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド 東京都

【61】 9月16日 土 10:30 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 前橋育英高校 ゼットエーオリプリスタジアム 千葉県

【62】 9月16日 土 11:00 鹿島学園高校 川崎フロンターレＵ－１８ 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【63】 9月16日 土 13:00 流通経済大学付属柏高校 山梨学院高校 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【64】 9月16日 土 18:00 東京ヴェルディユース 三菱養和ＳＣユース ヴェルディグラウンド 東京都

【65】 9月17日 日 11:00 桐光学園高校 横浜ＦＣユース かもめパーク 神奈川県

【66】 9月23日 土 11:00 山梨学院高校 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【67】 9月23日 土 11:00 前橋育英高校 鹿島学園高校 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【68】 9月23日 土 14:00 川崎フロンターレＵ－１８ 東京ヴェルディユース 川崎フロンターレ麻生グラウンド 神奈川県

【69】 9月23日 土 15:30 横浜ＦＣユース 流通経済大学付属柏高校 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県

【70】 9月23日 土 16:00 三菱養和ＳＣユース 桐光学園高校 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド 東京都

【71】 10月7日 土 11:00 山梨学院高校 前橋育英高校 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【72】 10月7日 土 13:00 東京ヴェルディユース 鹿島学園高校 ヴェルディグラウンド 東京都

【73】 10月8日 日 11:00 流通経済大学付属柏高校 三菱養和ＳＣユース 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【74】 10月8日 日 11:00 桐光学園高校 川崎フロンターレＵ－１８ かもめパーク 神奈川県

【75】 10月8日 日 14:00 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 横浜ＦＣユース フクダ電子フィールド 千葉県

【76】 11月23日 木 11:00 鹿島学園高校 山梨学院高校 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【77】 11月25日 土 11:00 桐光学園高校 東京ヴェルディユース かもめパーク 神奈川県

【78】 11月25日 土 13:30 川崎フロンターレＵ－１８ 流通経済大学付属柏高校 等々力第１サッカー場 神奈川県

【79】 11月25日 土 14:00 横浜ＦＣユース 前橋育英高校 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県

【80】 11月25日 土 16:00 三菱養和ＳＣユース ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド 東京都

【81】 12月2日 土 10:30 ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ 川崎フロンターレＵ－１８ 姉崎サッカー場 千葉県

【82】 12月2日 土 11:00 山梨学院高校 横浜ＦＣユース 山梨学院和戸サッカー場 山梨県

【83】 12月3日 日 11:00 流通経済大学付属柏高校 東京ヴェルディユース 流通経済大学付属柏高校グラウンド 千葉県

【84】 12月3日 日 11:00 前橋育英高校 三菱養和ＳＣユース 前橋育英高校高崎グラウンド 群馬県

【85】 12月3日 日 11:00 鹿島学園高校 桐光学園高校 鹿島学園高校グラウンド 茨城県

【86】 12月10日 日 13:00 桐光学園高校 流通経済大学付属柏高校 県立保土ヶ谷公園サッカー場 神奈川県

【87】 12月10日 日 13:00 東京ヴェルディユース ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８ ヴェルディグラウンド 東京都

【88】 12月10日 日 13:00 川崎フロンターレＵ－１８ 前橋育英高校 等々力陸上競技場 神奈川県

【89】 12月10日 日 13:00 三菱養和ＳＣユース 山梨学院高校 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド 東京都

【90】 12月10日 日 13:00 横浜ＦＣユース 鹿島学園高校 横浜FC・LEOCトレーニングセンター 神奈川県

【91】 12月23日 土 参入戦 埼玉県

【92】 12月23日 土 参入戦 埼玉県

【93】 12月23日 土 参入戦 埼玉県

【94】 12月23日 土 参入戦 埼玉県

【95】 12月25日 月 参入戦 埼玉県

【96】 12月25日 月 参入戦 埼玉県


