
第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 大会実施概要 

大会名称： 第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 

主  催： 公益財団法人 日本サッカー協会 ／ 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 

共  催： ＮＨＫ ／ 共同通信社 

※上記に加え、１回戦から準々決勝までは、各開催会場の都道府県に所在する 

共同通信加盟新聞社が共催します。  

主  管： 都道府県サッカー協会 

特別協賛： スルガ銀行株式会社 

ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ： アディダス ジャパン株式会社 

協  力： 株式会社モルテン 

大会方式： ノックアウト方式（88 チーム出場） 

出場チーム： Ｊ１-18 チーム、Ｊ２-22 チーム、シード1 チーム、都道府県代表47 チーム 

大会日程： 【1 回戦】 7月5日（土）、6日（日）、26日（土）※  

※マッチナンバー【6】北海道代表 対 群馬県代表 

【2 回戦】 7月12日（土）、13日（日）、8月6日（水）※ 

※マッチナンバー【32】コンサドーレ札幌 

対 １回戦【6】（北海道代表 対 群馬県代表）の勝者 

【3 回戦】 8月20日（水） 

【ラウンド16】 9月6日（土）、7日（日）、＜予備日＞９月10日（水）※ 

※Ｊリーグヤマザキナビスコカップ準々決勝に進出するＪ１チー

ムの試合および天皇杯ラウンド16に進出したＪ２、Ｊ３チーム

の試合が対象 

【準々決勝】 10月11日（土）、12日（日）、＜予備日＞ 10月15日（水）※ 

※Ｊリーグヤマザキナビスコカップ準決勝進出Ｊ１チームの試合

が対象 

【準決勝】 11月26日（水） 

【決 勝】 12 月 13日（土） 

表 彰： 【優 勝】 天皇杯、NHK杯、共同通信社杯、JOC 杯、ドイツ杯、ＦＡシルバー 

カップ、表彰状、メダル 

【準優勝】 NHK 杯、共同通信社杯、表彰状、メダル 

チーム強化費： 【優 勝】 100,000,000円 

【準優勝】  50,000,000円 

【第 3位】  20,000,000円（１チームあたり） 

（報告）資料№２



1回戦 2回戦 3回戦 ラウンド16 1回戦 2回戦 3回戦 ラウンド16
7/5 7/12 8/20 9/6 7/5 7/12 8/20 9/6
7/6 7/13 9/7 7/6 7/13 9/7

7/26 8/6 9/10 7/26 8/6 9/10

※３回戦、ラウンド16の会場は２回戦終了後決定
※準々決勝以降の組合せはラウンド16終了後に発表予定

※キックオフ時間は後日発表します
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【1回戦】 7月5日（土）、6日（日）、26日（土）

都道府県 開催日 キックオフ 会場名 略称 都道府県 開催日 キックオフ 会場名 略称

北海道 7月26日  13:00 札幌厚別公園競技場 札幌厚別 滋賀 7月5日  13:00 東近江市布引運動公園陸上競技場（布引グリーンスタジアム） 東近江

青森 7月6日  13:00 十和田市高森山総合運動公園球技場 十和田 大阪 7月5日  15:00 キンチョウスタジアム 金鳥スタ

岩手 7月6日  13:00 盛岡南公園球技場 盛岡南 奈良 7月5日  13:00 奈良県立橿原公苑陸上競技場 奈良橿原

秋田 7月6日  13:00 秋田市八橋運動公園球技場 秋田球 和歌山 7月5日  13:00 紀三井寺公園陸上競技場 紀三井寺

茨城 7月5日  15:00 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 ひたちなか 鳥取 7月6日  13:00 とりぎんバードスタジアム とりスタ

栃木 7月5日  13:00 栃木市総合運動公園陸上競技場 栃木市 島根 7月6日  14:00 松江市営陸上競技場 松江

神奈川 7月6日  13:00 大和スポーツセンター競技場 大和 徳島 7月5日  13:00 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 鳴門大塚

山梨 7月5日  13:00 山梨中銀スタジアム 中銀スタ 愛媛 7月6日  13:00 愛媛県総合運動公園球技場 愛媛球

長野 7月6日  15:00 松本平広域運動公園総合球技場アルウィン 松本球 福岡 7月5日  13:00 レベルファイブスタジアム レベスタ

富山 7月6日  13:00 岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 岩瀬 佐賀 7月6日  13:00 佐賀県総合運動場陸上競技場 佐賀

愛知 7月6日  14:00 名古屋市港サッカー場 名古屋港 長崎 7月6日  13:00 長崎県立総合運動公園陸上競技場 長崎県立

三重 7月5日  13:00 三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場メインG 鈴鹿 熊本 7月6日  13:00 大津町運動公園球技場 大津球

【2回戦】 7月12日（土）、13日（日）、8月6日（水）

都道府県 開催日 キックオフ 会場名 略称 都道府県 開催日 キックオフ 会場名 略称

北海道 8月6日 19:00 札幌厚別公園競技場 札幌厚別 長野 7月12日  15:00 松本平広域運動公園総合球技場アルウィン 松本球

宮城 7月12日  13:00 ユアテックスタジアム仙台 ユアスタ 福井 7月13日  16:00 テクノポート福井スタジアム 福井テクノ

7月12日  18:00 茨城県立カシマサッカースタジアム カシマ 7月12日  18:00 IAIスタジアム日本平 アイスタ

7月13日  16:00 ケーズデンキスタジアム水戸 Ｋsスタ 7月12日  18:00 ヤマハスタジアム（磐田） ヤマハ

栃木 7月12日  18:00 栃木県グリーンスタジアム 栃木グ 愛知 7月12日  15:00 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 瑞穂陸

7月12日  18:00 浦和駒場スタジアム 浦和駒場 7月12日 19:00 キンチョウスタジアム 金鳥スタ

7月12日  18:00 ＮＡＣＫ5スタジアム大宮 ＮＡＣＫ 7月12日  16:00 万博記念競技場 万博

7月12日  16:00 日立柏サッカー場 柏 兵庫 7月12日  16:00 三木総合防災公園陸上競技場 三木陸

7月13日  16:00 フクダ電子アリーナ フクアリ 鳥取 7月13日  13:00 とりぎんバードスタジアム とりスタ

7月12日  18:00 味の素スタジアム 味スタ 7月12日  16:00 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場（サンフレッチェ広島） 福山

7月13日  18:00 味の素フィールド西が丘 味フィ西 7月13日  16:00 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場（ファジアーノ岡山） 福山

7月12日  18:00 ニッパツ三ツ沢球技場（横浜Ｆ・マリノス） ニッパ球 徳島 7月12日  13:00 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 鳴門大塚

7月13日  18:00 ニッパツ三ツ沢球技場（横浜ＦＣ） ニッパ球 佐賀 7月13日  13:00 ベストアメニティスタジアム ベアスタ

7月12日 19:00 等々力陸上競技場 等々力 長崎 7月12日  18:00 長崎県立総合運動公園陸上競技場 長崎県立

7月13日  16:00 Shonan BMWスタジアム平塚 BMWス 熊本 7月13日  18:00 うまかな・よかなスタジアム うまスタ

山梨 7月12日  15:00 山梨中銀スタジアム 中銀スタ 大分 7月13日  13:00 大分スポーツ公園大分銀行ドーム 大銀ド

第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会　会場一覧【1-2回戦】

広島

※3回戦、ラウンド16の会場は2回戦終了後決定

静岡
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神奈川

5月26日現在 



 
第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 チケット料金 

 
【入場料金表】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記金額には消費税が含まれます。 

※１・２回戦の登録チーム料金は、前売りのみの販売です。 

※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。 

 

◆チケット販売開始日： 6月7日（土） 

特別席 お土産付き席 SS S SA 一般 高校生 小中学生

登録チーム ¥1,500 ¥1,000 ¥800 ¥500 ¥300

前売り ¥2,000 ¥1,500 ¥1,000 ¥800 ¥500

当日 ¥2,500 ¥2,000 ¥1,500 ¥1,000 ¥800

登録チーム ¥3,100 ¥2,100 ¥1,600 ¥1,100 ¥900 ¥600

前売り ¥3,600 ¥2,600 ¥2,100 ¥1,600 ¥1,100 ¥900

当日 ¥4,200 ¥3,100 ¥2,600 ¥2,100 ¥1,600 ¥1,100

前売り ¥4,700 ¥3,600 ¥2,600 ¥1,600 ¥1,100 ¥900

当日 ¥5,700 ¥4,600 ¥3,600 ¥2,100 ¥1,600 ¥1,100

前売り ¥5,200 ¥4,200 ¥3,100 ¥2,100 ¥1,600 ¥1,100

当日 ¥6,200 ¥5,200 ¥4,200 ¥2,600 ¥2,100 ¥1,600

前売り ¥20,000 ¥9,000 ¥6,200 ¥5,200 ¥4,200 ¥3,100 ¥2,100 ¥1,100

当日 ¥7,200 ¥6,200 ¥5,200 ¥3,600 ¥2,600 ¥1,600

準々決勝
準決勝

決勝

券種

１回戦

２回戦

３回戦・ラウンド16

自由席指定席
回戦
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