
7月10日（日） ※日程、キックオフ時間、会場は変更になる可能性があります。（7月3日現在）

都道府県 大会名称 キックオフ 会場

広島 2016年度全広島サッカー選手権大会　 13:05 ＳＲＣ広島 － 福山大学 エディオンスタジアム広島

7月30日（土）

都道府県 大会名称 キックオフ 会場

香川 第21回香川県サッカー選手権大会 15:00 香川県総合運動公園サッカー･ラグビ場メイングランド

7月31日（日）

都道府県 大会名称 キックオフ 会場

山梨
第21回山梨県サッカー選手権春季大会

兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会山梨県代表決定戦
13:00 小瀬スポーツ公園山梨中銀スタジアム

高知
平成28年度(第21回)高知県サッカー選手権大会

兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦
13:05 高知県立春野運動公園　陸上競技場

8月7日（日）

都道府県 大会名称 キックオフ 会場

愛媛
2016愛媛県サッカー選手権大会

～第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦～
13:00 ＦＣ今治 － 松山大学 愛媛県総合運動公園　球技場

8月14日（日）

都道府県 大会名称 キックオフ 会場

佐賀
平成28年度 第21回佐賀県サッカー選手権大会

兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会佐賀県大会
10:00 ＦＣ．ＴＯＳＵ － 佐賀大学 佐賀県総合運動場陸上競技場

宮崎 第20回 宮日旗・ＮＨＫ杯宮崎県サッカー選手権大会[決勝大会] 13:00 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場

沖縄 第21回タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会 14:00 南風原町黄金森陸上競技場

8月20日（土）

都道府県 大会名称 キックオフ 会場

千葉 平成28年度第21回千葉県サッカー選手権大会 17:00（予定） ブリオベッカ浦安 － VONDS市原ＦＣ フクダ電子アリーナ

神奈川
第21回神奈川県サッカー選手権大会

兼　第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会神奈川県代表決定戦
15:30 ニッパツ三ツ沢球技場

愛知
第21回愛知県サッカー選手権大会

兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦
14:00 名古屋市港サッカー場

三重 平成28年度 第21回三重県サッカー選手権大会 14:00 三交Ｇ（グループ）スポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場

京都
京都ＦＡカップ2016 第21回京都サッカー選手権決勝大会

（第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会京都府代表決定戦）
17:30 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場

山口 平成28年度山口県サッカー選手権大会 11:00 維新百年記念公園　陸上競技場

8月21日（日）

都道府県 大会名称 キックオフ 会場

北海道 平成28年度 第34回 知事杯全道サッカー選手権大会 13:00 札幌サッカーアミューズメントパーク

青森 平成28年度　ＮＨＫ杯第69回青森県サッカー選手権大会 14:00 ヴァンラーレ八戸 － 八戸学院大学 弘前市総合運動公園陸上競技場

岩手 第66回岩手県サッカー選手権大会 14:05 岩手県営運動公園陸上競技場

宮城
NHK杯・河北杯争奪　第20回宮城県サッカー選手権大会

兼　第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会　宮城県予選会
14:04

みやぎ生協めぐみ野サッカー場（Ａ）

（宮城県営サッカー場Ａグラウンド）

秋田
第26回秋田県総合サッカー選手権大会

兼 天皇杯秋田県予選
13:05 あきぎんスタジアム

山形
第20回山形県サッカー総合選手権大会

兼 第96回天皇杯全日本サッカー総合選手権大会 山形県代表決定戦
14:04 山形市球技場

福島
福島民報杯・ＮＨＫ杯第21回福島県サッカー選手権大会

兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権福島県代表決定戦

14:00

（予定）
あいづ陸上競技場

茨城
第19回茨城県サッカー選手権大会

兼　第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会茨城県代表決定戦
15:00 県立カシマスタジアム

栃木 栃木トヨタカップ第21回栃木県サッカー選手権大会 16:00 栃木県グリーンスタジアム

群馬 平成28年度（第21回）群馬県サッカー協会長杯サッカー大会 10:00 群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場

東京 第21回東京都サッカートーナメント 18:00 味の素フィールド西が丘

長野 第21回長野県サッカー選手権 13:00 南長野運動公園総合球技場

新潟
新潟日報杯・NHK杯・共同通信杯 第21回新潟県サッカー選手権大会

～天皇杯新潟県代表決定戦～

13:08

（予定）
新潟市陸上競技場

富山 第21回富山県サッカー選手権大会 14:05 五福陸上競技場

石川 2016年 第45回 石川県サッカー選手権大会 14:00 金沢市民サッカー場

福井 平成28年度福井県サッカー選手権大会 13:00（予定） テクノポート福井スタジアム

静岡
平成28年度第21回スルガカップ争奪静岡県サッカー選手権大会

（第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会静岡県予選）
14:05 県営草薙球技場

岐阜 第21回岐阜県サッカー選手権大会 14:08（予定） 長良川球技メドウ

滋賀 第21回滋賀県サッカー選手権大会(滋賀FA CUP) 11:00 皇子山総合運動公園陸上競技場

大阪 平成28年度 第21回 大阪サッカー選手権大会 17:00 J-GREEN堺 S1メインフィールド

兵庫 第19回（平成28年度）兵庫県サッカー選手権大会（天皇杯代表決定戦） 13:07 三木総合防災公園陸上競技場

奈良 第21回奈良県サッカー選手権大会 11:00 奈良県立橿原公苑陸上競技場

和歌山 第21回和歌山県サッカー選手権大会（1種） 13:00 桃源郷運動公園陸上競技場

鳥取 平成28年度鳥取県サッカー選手権　決勝大会 未定 とりぎんバードスタジアム

岡山
第36回岡山県サッカー選手権大会

兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会岡山県代表決定戦
未定 灘崎町総合公園多目的広場

大分 2016年度大分県サッカー選手権大会 14:05 大分トリニータ － 日本文理大学 大分銀行ドーム

鹿児島
第31回鹿児島県サッカー選手権大会

（兼 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会代表決定戦）

13:00

（予定）
鹿児島県立サッカー・ラグビー場（Ａコート）

7月31日（日）決定

8月7日（日）決定

7月10日（日）決定

7月23日（土）決定

8月20日（土）決定

7月27日（水）決定

8月17日（水）決定

7月31日（日）決定

7月18日（月・祝）決定

7月31日（日）決定

8月7日（日）決定

7月17日（日）決定

7月17日（日）決定

8月7日（日）決定

7月20日（水）決定

8月11日（木・祝）決定

7月24日（日）決定

8月18日（木）決定

8月7日（日）決定

7月31日（日）決定

8月14日（日）決定

7月31日（日）決定

7月31日（日）決定

7月31日（日）決定

8月14日（日）決定

対戦カード

対戦カード

対戦カード

対戦カード

対戦カード

対戦カード

7月17日（日）決定

8月13日（日）決定

7月24日（日）決定

8月17日（水）決定

7月23日（土）決定

8月6日（土）決定

7月30日（土）決定

7月31日（日）決定

今後の都道府県選手権大会決勝戦（代表決定戦） スケジュール

対戦カード

7月13日（日）決定

7月3日（日）決定


