
高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 プリンスリーグ関東　日程表

節 会場

4月8日 (土) 13:00 ヴェルディ 前橋育英 ヴェルディグラウンド

4月9日 (日) 11:00 流通経済大柏 鹿島学園 流通経済大学付属柏高校グラウンド

4月9日 (日) 13:00 フロンターレ 山梨学院 等々力陸上競技場

4月9日 (日) 14:00 桐光学園 ジェフ 県立保土ヶ谷公園サッカー場

4月9日 (日) 16:00 三菱養和 横浜ＦＣ 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド

4月15日 (土) 11:00 山梨学院 ヴェルディ 山梨学院和戸サッカー場

4月15日 (土) 11:00 鹿島学園 三菱養和 鹿島学園高校グラウンド

4月15日 (土) 14:00 横浜ＦＣ フロンターレ 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

4月15日 (土) 14:00 ジェフ 流通経済大柏 ユナイテッドパーク

4月16日 (日) 11:00 前橋育英 桐光学園 前橋育英高校高崎グラウンド

4月22日 (土) 11:00 鹿島学園 ジェフ 鹿島学園高校グラウンド

4月22日 (土) 13:00 ヴェルディ 横浜ＦＣ ヴェルディグラウンド

4月22日 (土) 13:30 フロンターレ 三菱養和 等々力第１サッカー場

4月22日 (土) 14:00 流通経済大柏 前橋育英 流通経済大学付属柏高校グラウンド

4月22日 (土) 14:00 桐光学園 山梨学院 県立保土ヶ谷公園サッカー場

4月29日 (土) 11:00 山梨学院 流通経済大柏 山梨学院和戸サッカー場

4月30日 (日) 11:00 前橋育英 ジェフ 前橋育英高校高崎グラウンド

4月30日 (日) 14:00 フロンターレ 鹿島学園 川崎フロンターレ麻生グラウンド

4月30日 (日) 14:00 横浜ＦＣ 桐光学園 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

4月30日 (日) 16:00 三菱養和 ヴェルディ 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド

5月6日 (土) 11:00 桐光学園 三菱養和 かもめパーク

5月6日 (土) 11:00 鹿島学園 前橋育英 鹿島学園高校グラウンド

5月6日 (土) 13:00 ヴェルディ フロンターレ ヴェルディグラウンド

5月7日 (日) 11:00 流通経済大柏 横浜ＦＣ 流通経済大学付属柏高校グラウンド

5月7日 (日) 14:00 ジェフ 山梨学院 ユナイテッドパーク

6月24日 (土) 11:00 前橋育英 山梨学院 前橋育英高校高崎グラウンド

6月24日 (土) 11:00 鹿島学園 ヴェルディ 鹿島学園高校グラウンド

6月24日 (土) 13:30 フロンターレ 桐光学園 等々力第１サッカー場

6月24日 (土) 15:30 横浜ＦＣ ジェフ 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

6月24日 (土) 16:00 三菱養和 流通経済大柏 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド

7月1日 (土) 11:00 山梨学院 鹿島学園 山梨学院和戸サッカー場

7月1日 (土) 15:00 ジェフ 三菱養和 ユナイテッドパーク

7月1日 (土) 18:00 ヴェルディ 桐光学園 ヴェルディグラウンド

7月2日 (日) 11:00 流通経済大柏 フロンターレ 流通経済大学付属柏高校グラウンド

7月2日 (日) 11:00 前橋育英 横浜ＦＣ 前橋育英高校高崎グラウンド

7月8日 (土) 15:00 桐光学園 鹿島学園 県立保土ヶ谷公園サッカー場

7月8日 (土) 15:00 フロンターレ ジェフ 川崎フロンターレ麻生グラウンド

7月8日 (土) 15:30 三菱養和 前橋育英 三菱養和会 調布グラウンド

7月8日 (土) 15:30 横浜ＦＣ 山梨学院 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

7月8日 (土) 18:00 ヴェルディ 流通経済大柏 ヴェルディグラウンド

7月15日 (土) 11:00 山梨学院 三菱養和 山梨学院和戸サッカー場

7月15日 (土) 11:00 鹿島学園 横浜ＦＣ 鹿島学園高校グラウンド

7月16日 (日) 11:00 流通経済大柏 桐光学園 流通経済大学付属柏高校グラウンド

7月16日 (日) 11:00 前橋育英 フロンターレ 前橋育英高校高崎グラウンド

7月16日 (日) 15:00 ジェフ ヴェルディ ユナイテッドパーク

日時 対戦
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高円宮杯U-18サッカーリーグ2017 プリンスリーグ関東　日程表

節 会場日時 対戦

8月26日 (土) 10:00 鹿島学園 流通経済大柏 鹿島学園高校グラウンド

8月26日 (土) 10:30 ジェフ 桐光学園 ゼットエーオリプリスタジアム

8月26日 (土) 11:00 山梨学院 フロンターレ 山梨学院和戸サッカー場

8月27日 (日) 11:00 前橋育英 ヴェルディ 前橋育英高校高崎グラウンド

8月27日 (日) 15:30 横浜ＦＣ 三菱養和 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

9月2日 (土) 18:00 ヴェルディ 山梨学院 ヴェルディグラウンド

9月3日 (日) 11:00 流通経済大柏 ジェフ 流通経済大学付属柏高校グラウンド

9月3日 (日) 11:00 桐光学園 前橋育英 かもめパーク

9月3日 (日) 15:00 フロンターレ 横浜ＦＣ 川崎フロンターレ麻生グラウンド

9月3日 (日) 17:30 三菱養和 鹿島学園 三菱養和会 調布グラウンド

9月9日 (土) 11:00 山梨学院 桐光学園 山梨学院和戸サッカー場

9月10日 (日) 10:30 ジェフ 鹿島学園 ゼットエーオリプリスタジアム

9月10日 (日) 11:00 前橋育英 流通経済大柏 前橋育英高校高崎グラウンド

9月10日 (日) 15:30 横浜ＦＣ ヴェルディ 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

9月10日 (日) 16:00 三菱養和 フロンターレ 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド

9月16日 (土) 10:30 ジェフ 前橋育英 ゼットエーオリプリスタジアム

9月16日 (土) 11:00 鹿島学園 フロンターレ 鹿島学園高校グラウンド

9月16日 (土) 13:00 流通経済大柏 山梨学院 流通経済大学付属柏高校グラウンド

9月16日 (土) 18:00 ヴェルディ 三菱養和 ヴェルディグラウンド

9月17日 (日) 11:00 桐光学園 横浜ＦＣ かもめパーク

9月23日 (土) 11:00 山梨学院 ジェフ 山梨学院和戸サッカー場

9月23日 (土) 11:00 前橋育英 鹿島学園 前橋育英高校高崎グラウンド

9月23日 (土) 14:00 フロンターレ ヴェルディ 川崎フロンターレ麻生グラウンド

9月23日 (土) 15:30 横浜ＦＣ 流通経済大柏 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

9月23日 (土) 16:00 三菱養和 桐光学園 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド

10月7日 (土) 11:00 山梨学院 前橋育英 山梨学院和戸サッカー場

10月7日 (土) 13:00 ヴェルディ 鹿島学園 ヴェルディグラウンド

10月8日 (日) 11:00 流通経済大柏 三菱養和 流通経済大学付属柏高校グラウンド

10月8日 (日) 11:00 桐光学園 フロンターレ かもめパーク

10月8日 (日) 14:00 ジェフ 横浜ＦＣ フクダ電子フィールド

11月23日 (木) 11:00 鹿島学園 山梨学院 鹿島学園高校グラウンド

11月25日 (土) 11:00 桐光学園 ヴェルディ かもめパーク

11月25日 (土) 13:30 フロンターレ 流通経済大柏 等々力第１サッカー場

11月25日 (土) 14:00 横浜ＦＣ 前橋育英 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

11月25日 (土) 16:00 三菱養和 ジェフ 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド

12月2日 (土) 10:30 ジェフ フロンターレ 姉崎サッカー場

12月2日 (土) 11:00 山梨学院 横浜ＦＣ 山梨学院和戸サッカー場

12月3日 (日) 11:00 流通経済大柏 ヴェルディ 流通経済大学付属柏高校グラウンド

12月3日 (日) 11:00 前橋育英 三菱養和 前橋育英高校高崎グラウンド

12月3日 (日) 11:00 鹿島学園 桐光学園 鹿島学園高校グラウンド

12月10日 (日) 13:00 桐光学園 流通経済大柏 県立保土ヶ谷公園サッカー場

12月10日 (日) 13:00 ヴェルディ ジェフ ヴェルディグラウンド

12月10日 (日) 13:00 フロンターレ 前橋育英 等々力陸上競技場

12月10日 (日) 13:00 三菱養和 山梨学院 三菱養和会 巣鴨スポーツセンターグラウンド

12月10日 (日) 13:00 横浜ＦＣ 鹿島学園 横浜FC・LEOCトレーニングセンター

※ 日時・会場が変更される可能性があります。 
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