
週 開催地 試合期日 試合会場 試合時間 運営責任者 マッチコミッショナー

  金武町ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 12:00 J.FC　MIYAZAKI VS 川副クラブ 国仲 石原

  金武町ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 14:00 九州三菱自動車 VS 沖縄ＳＶ 国仲 村瀬

 １ 沖縄 ４月７日（土） 金武町ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 16:00 新日鐵住金大分 VS 佐賀LIXIL 国仲 土屋

  上位ﾎｰﾑ 金武町陸上競技場 14:00 NIFS　KANOYA　FC VS 熊本県教員蹴友団 奥浜 小川

金武町陸上競技場 16:00 海邦銀行ＳＣ VS FC中津 奥浜 水口

  金武町ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 10:00 沖縄ＳＶ VS J.FC　MIYAZAKI 国仲 井上

  金武町ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 12:00 佐賀LIXIL VS 九州三菱自動車 国仲 窪田

 ２ 沖縄 ４月８日（日） 金武町陸上競技場 10:00 熊本県教員蹴友団 VS 新日鐵住金大分 奥浜 谷口

  下位ﾎｰﾑ 金武町陸上競技場 12:00 FC中津 VS NIFS　KANOYA　FC 奥浜 金城

金武町陸上競技場 14:00 川副クラブ VS 海邦銀行ＳＣ 奥浜 津波古

  清武総合運動公園 12:00 J.FC　MIYAZAKI VS 佐賀LIXIL 常松 土屋

  福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰＣ 13:00 九州三菱自動車 VS 熊本県教員蹴友団 佐々木 宮田

 ３ 各地 ４月１５日（日） だいぎんサッカー・ラグビー場B 11:00 新日鐵住金大分 VS FC中津 安藤 村瀬

  上位ﾎｰﾑ 鹿屋体育大学グランド 11:00 NIFS　KANOYA　FC VS 海邦銀行ＳＣ 橋本 窪田

八重瀬町東風平サッカー場 13:00 沖縄ＳＶ VS 川副クラブ 国仲 石原

   エコパーク水俣 13:00 熊本県教員蹴友団 VS J.FC　MIYAZAKI 長浦 水口

   中津市永添運動公園 13:00 FC中津 VS 九州三菱自動車 梶原 村瀬

 ４ 各地 ４月２９日（日） 八重瀬町東風平サッカー場 11:00 海邦銀行ＳＣ VS 新日鐵住金大分 奥浜 石原

  下位ﾎｰﾑ 佐賀市健康運動センター 13:00 川副クラブ VS NIFS　KANOYA　FC 藤光 谷口

西原町民陸上競技場 12:00 沖縄ＳＶ VS 佐賀LIXIL 国仲 津波古

   清武総合運動公園 14:00 J.FC　MIYAZAKI VS FC中津 常松 土屋

   福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰＣ 13:00 九州三菱自動車 VS 海邦銀行ＳＣ 佐々木 宮田

 ５ 各地 ５月２０日（日） だいぎんサッカー・ラグビー場B 11:00 新日鐵住金大分 VS NIFS　KANOYA　FC 安藤 村瀬

  上位ﾎｰﾑ 嘉島町総合運動公園多目的広場 13:00 熊本県教員蹴友団 VS 沖縄ＳＶ 長浦 水口

嬉野みゆき公園 人工芝 13:00 佐賀LIXIL VS 川副クラブ 青木 谷口

  八重瀬町東風平サッカー場 11:00 海邦銀行ＳＣ VS J.FC　MIYAZAKI 奥浜 石原

  鹿屋体育大学グランド 13:00 NIFS　KANOYA　FC VS 九州三菱自動車 橋本 窪田

 ６ 各地 ６月３日（日） 佐賀県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 11:00 川副クラブ VS 新日鐵住金大分 藤光 谷口

  下位ﾎｰﾑ 八重瀬町東風平サッカー場 14:00 沖縄ＳＶ VS FC中津 国仲 津波古

鹿島市陸上競技場 13:00 佐賀LIXIL VS 熊本県教員蹴友団 青木 東

 綾錦原運動公園 13:00 J.FC　MIYAZAKI VS NIFS　KANOYA　FC 常松 土屋

 福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰＣ 13:00 九州三菱自動車 VS 新日鐵住金大分 佐々木 宮田

 ７ 各地 ６月１０日（日） 中城村ごさまる陸上競技場 12:00 海邦銀行ＳＣ VS 沖縄ＳＶ 奥浜 石原

 上位ﾎｰﾑ 中津市永添運動公園 13:00 FC中津 VS 佐賀LIXIL 梶原 村瀬

嘉島町総合運動公園多目的広場 13:00 熊本県教員蹴友団 VS 川副クラブ 長浦 水口

   佐賀総合運動場球技場南 12:00 沖縄ＳＶ VS NIFS　KANOYA　FC 藤光 谷口

   佐賀総合運動場球技場南 14:00 川副クラブ VS 九州三菱自動車 藤光 東

 ８ 佐賀 ６月１６日（土） 佐賀総合運動場球技場南 16:00 新日鐵住金大分 VS J.FC　MIYAZAKI 藤光 石隈

  下位ﾎｰﾑ 佐賀総合運動場球技場北 14:00 熊本県教員蹴友団 VS FC中津 青木 中窪

佐賀総合運動場球技場北 16:00 佐賀LIXIL VS 海邦銀行ＳＣ 青木 木村

   佐賀総合運動場球技場南 10:00 海邦銀行ＳＣ VS 熊本県教員蹴友団 藤光 谷口

   佐賀総合運動場球技場南 12:00 FC中津 VS 川副クラブ 藤光 東

 ９ 佐賀 ６月１７日（日） 佐賀総合運動場球技場北 10:00 NIFS　KANOYA　FC VS 佐賀LIXIL 青木 石隈

  上位ﾎｰﾑ 佐賀総合運動場球技場北 12:00 新日鐵住金大分 VS 沖縄ＳＶ 青木 中窪

佐賀総合運動場球技場北 14:00 J.FC　MIYAZAKI VS 九州三菱自動車 青木 木村
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   大分県サッカー協会人工芝G 12:00 川副クラブ VS J.FC　MIYAZAKI 安藤 村瀬

   だいぎんサッカー・ラグビー場B 14:00 沖縄ＳＶ VS 九州三菱自動車 梶原 小野

10 大分 ６月３０日（土） だいぎんサッカー・ラグビー場B 16:00 FC中津 VS 海邦銀行ＳＣ 梶原 曽我

  下位ﾎｰﾑ だいぎんサッカー・ラグビー場A 14:00 熊本県教員蹴友団 VS NIFS　KANOYA　FC 安藤 近藤

だいぎんサッカー・ラグビー場A 16:00 佐賀LIXIL VS 新日鐵住金大分 安藤 白木原

  だいぎんサッカー・ラグビー場B 10:00 NIFS　KANOYA　FC VS FC中津 梶原 村瀬

  だいぎんサッカー・ラグビー場B 12:00 J.FC　MIYAZAKI VS 沖縄ＳＶ 梶原 小野

11 大分 ７月１日（日） 大分県サッカー協会人工芝G 10:00 海邦銀行ＳＣ VS 川副クラブ 安藤 曽我

  上位ﾎｰﾑ 大分県サッカー協会人工芝G 12:00 九州三菱自動車 VS 佐賀LIXIL 安藤 近藤

大分県サッカー協会人工芝G 14:00 新日鐵住金大分 VS 熊本県教員蹴友団 安藤 白木原

  鹿島市陸上競技場 11:00 佐賀LIXIL VS J.FC　MIYAZAKI 青木 谷口

  嘉島町総合運動公園多目的広場 13:00 熊本県教員蹴友団 VS 九州三菱自動車 長浦 水口

12 各地 ７月１５日（日） 中津市永添運動公園 11:00 FC中津 VS 新日鐵住金大分 梶原 村瀬

  下位ﾎｰﾑ 南風原町黄金森陸上競技場 11:00 海邦銀行ＳＣ VS NIFS　KANOYA　FC 奥浜 石原

佐賀県総合運動場 陸上競技場 13:00 川副クラブ VS 沖縄ＳＶ 藤光 東

  KIRISHIMA宮崎県総合公園 13:00 J.FC　MIYAZAKI VS 熊本県教員蹴友団 常松 土屋

  春日公園球技場 13:00 九州三菱自動車 VS FC中津 佐々木 宮田

13 各地 ７月２２日（日） だいぎんサッカー・ラグビー場B 11:00 新日鐵住金大分 VS 海邦銀行ＳＣ 安藤 村瀬

  上位ﾎｰﾑ 鹿屋体育大学グランド 13:00 NIFS　KANOYA　FC VS 川副クラブ 橋本 窪田

佐賀県総合運動場球技場北 13:00 佐賀LIXIL VS 沖縄ＳＶ 青木 谷口

   中津市永添運動公園 13:00 FC中津 VS J.FC　MIYAZAKI 梶原 村瀬

   南城市陸上競技場 11:00 海邦銀行ＳＣ VS 九州三菱自動車 奥浜 石原

14 各地 ８月２６日（日） 鹿屋体育大学グランド 11:00 NIFS　KANOYA　FC VS 新日鐵住金大分 橋本 窪田

  下位ﾎｰﾑ 沖縄県総合運動公園陸上競技場 13:00 沖縄ＳＶ VS 熊本県教員蹴友団 国仲 津波古

佐賀県総合運動場球技場北 13:00 川副クラブ VS 佐賀LIXIL 藤光 谷口

   宮崎県総合公園サッカー場 11:00 J.FC　MIYAZAKI VS 海邦銀行ＳＣ 常松 土屋

   福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰＣ 13:00 九州三菱自動車 VS NIFS　KANOYA　FC 佐々木 宮田

15 各地 ９月２日（日） 別府市実相寺サッカー場 14:00 新日鐵住金大分 VS 川副クラブ 安藤 村瀬

  上位ﾎｰﾑ 中津市永添運動公園 13:00 FC中津 VS 沖縄ＳＶ 梶原 白木原

観音山総合運動公園多目的 13:00 熊本県教員蹴友団 VS 佐賀LIXIL 長浦 水口

  鹿屋体育大学グランド 13:00 NIFS　KANOYA　FC VS J.FC　MIYAZAKI 橋本 土屋

  大分県サッカー協会人工芝G 13:00 新日鐵住金大分 VS 九州三菱自動車 安藤 村瀬

16 各地 ９月９日（日） 南城市陸上競技場 13:00 沖縄ＳＶ VS 海邦銀行ＳＣ 国仲 石原

  下位ﾎｰﾑ 鹿島市陸上競技場 12:00 佐賀LIXIL VS FC中津 青木 谷口

鹿島市陸上競技場 14:00 川副クラブ VS 熊本県教員蹴友団 藤光 東

 KIRISHIMA宮崎県総合公園 11:00 NIFS　KANOYA　FC VS 沖縄ＳＶ 常松 土屋

 KIRISHIMA宮崎県総合公園 13:00 九州三菱自動車 VS 川副クラブ 常松 松本

17 宮崎 ９月２２日（土） KIRISHIMA宮崎県総合公園 15:00 J.FC　MIYAZAKI VS 新日鐵住金大分 常松 冨永

 上位ﾎｰﾑ KIRISHIMA宮崎県総合公園 13:00 FC中津 VS 熊本県教員蹴友団 常松 金川

KIRISHIMA宮崎県総合公園 15:00 海邦銀行ＳＣ VS 佐賀LIXIL 常松 野村

   KIRISHIMA宮崎県総合公園 10:00 川副クラブ VS FC中津 常松 土屋

   KIRISHIMA宮崎県総合公園 12:00 佐賀LIXIL VS NIFS　KANOYA　FC 常松 松本

18 宮崎 ９月２３日（日） KIRISHIMA宮崎県総合公園 10:00 熊本県教員蹴友団 VS 海邦銀行ＳＣ 常松 冨永

  下位ﾎｰﾑ KIRISHIMA宮崎県総合公園 12:00 沖縄ＳＶ VS 新日鐵住金大分 常松 金川

KIRISHIMA宮崎県総合公園 14:00 九州三菱自動車 VS J.FC　MIYAZAKI 常松 野村
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