
JFA リスペクト フェアプレー デイズ2014　対象試合一覧

日程 キックオフ 会場

9月7日(日) 19:00 FC東京 vs 清水エスパルス 味スタ

19:00 サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪 Eスタ

19:00 セレッソ大阪 vs ジュビロ磐田 ヤンマー

19:00 モンテディオ山形 vs サガン鳥栖 ベアスタ

19:00 ギラヴァンツ北九州 vs ヴァンフォーレ甲府 中銀スタ

19:00 V・ファーレン長崎 vs ジェフユナイテッド千葉 フクアリ

19:00 愛媛FC vs 大宮アルディージャ NACK

19:00 ザスパクサツ群馬 vs 名古屋グランパス 瑞穂

日程 キックオフ 会場

19:04 セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ ヤンマー

19:04 ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪 神戸ユ

19:04 サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ Ｅスタ

19:30 横浜Ｆ・マリノス vs 柏レイソル ニッパ球

18:30 ヴァンフォーレ甲府 vs サガン鳥栖 中銀スタ

18:00 浦和レッズ vs サンフレッチェ広島 埼玉

18:00 ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸 万博

19:00 柏レイソル vs 横浜F・マリノス 柏

19:00 川崎フロンターレ vs セレッソ大阪 等々力

■開会式：9月13日（土）

　１）リスペクト旗の掲揚

　２）選手宣誓の中にリスペクト宣言

　３）リスペクトバナーとともに合同写真(全チーム選手、審判）

■決勝戦：9月15日（月・祝）13:00キックオフ

　１）リスペクト旗の掲揚

　２）リスペクト旗の入場（ベアラー６名）

　３）キャプテンのリスペクトペナント交換

 第9回全国ビーチサッカー大会［会場：岡山県玉野市渋川海水浴場］

メニコンカップ2014　第20回日本クラブユースサッカー東西対抗戦（U-15）

■決勝戦：9月15日（月・祝）

　１）キャプテンのリスペクトペナント交換

第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会

9月3日(水)

9月7日(日)

9月10日(水)

節

準々決勝

節

ヤマザキナビスコカップ

Jリーグ

対戦

対戦

ラウンド16
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リーグ

Division 節 日程 キックオフ 会場

18:00 大宮アルディージャ vs 鹿島アントラーズ 熊谷陸

18:30 ＦＣ東京 vs ヴィッセル神戸 味スタ

19:00 川崎フロンターレ vs 徳島ヴォルティス 等々力

19:00 横浜Ｆ・マリノス vs 名古屋グランパス 日産ス

18:30 ヴァンフォーレ甲府 vs サガン鳥栖 中銀スタ

19:00 アルビレックス新潟 vs ベガルタ仙台 デンカＳ

15:00 清水エスパルス vs 浦和レッズ エコパ

19:00 セレッソ大阪 vs 柏レイソル ヤンマー

19:00 サンフレッチェ広島 vs ガンバ大阪 Ｅスタ

18:00 水戸ホーリーホック vs モンテディオ山形 Ｋｓスタ

18:00 栃木ＳＣ vs 愛媛ＦＣ 栃木グ

18:00 東京ヴェルディ vs カマタマーレ讃岐 味スタ

18:00 横浜ＦＣ vs ザスパクサツ群馬 ニッパ球

18:00 カターレ富山 vs ＦＣ岐阜 富山

18:00 ギラヴァンツ北九州 vs アビスパ福岡 本城

18:30 ファジアーノ岡山 vs ジュビロ磐田 カンスタ

19:00 コンサドーレ札幌 vs Ｖ・ファーレン長崎 札幌ド

19:00 湘南ベルマーレ vs 松本山雅ＦＣ ＢＭＷス

19:00 京都サンガF.C. vs ジェフユナイテッド千葉 西京極

19:00 大分トリニータ vs ロアッソ熊本 大銀ド

18:00 栃木ＳＣ vs 東京ヴェルディ 栃木グ

18:00 ザスパクサツ群馬 vs 京都サンガF.C. 正田スタ

10:00 ジェフユナイテッド千葉 vs ギラヴァンツ北九州 フクアリ

18:00 松本山雅ＦＣ vs ファジアーノ岡山 松本

18:00 カターレ富山 vs 大分トリニータ 富山

19:00 ＦＣ岐阜 vs コンサドーレ札幌 長良川

18:00 カマタマーレ讃岐 vs 湘南ベルマーレ 丸亀

19:00 愛媛ＦＣ vs モンテディオ山形 ニンスタ

18:00 アビスパ福岡 vs 水戸ホーリーホック レベスタ

18:00 Ｖ・ファーレン長崎 vs ジュビロ磐田 長崎県立

19:00 ロアッソ熊本 vs 横浜ＦＣ うまスタ

9月5日(金) 19:00 Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 vs グルージャ盛岡 三ツ沢陸

15:00 ＳＣ相模原 vs ガイナーレ鳥取 ギオンス

15:00 ＦＣ琉球 vs 藤枝ＭＹＦＣ 沖縄市陸

15:30 ＡＣ長野パルセイロ vs ブラウブリッツ秋田 佐久

17:00 ＦＣ町田ゼルビア vs Ｊリーグ・アンダー２２選抜 町田

18:00 ツエーゲン金沢 vs 福島ユナイテッドＦＣ 石川西部

9月13日(土) 15:00 福島ユナイテッドＦＣ vs Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜 とうスタ

15:00 ブラウブリッツ秋田 vs ＦＣ町田ゼルビア 秋田球

15:00 ツエーゲン金沢 vs ＡＣ長野パルセイロ 石川西部

17:00 藤枝ＭＹＦＣ vs ＳＣ相模原 藤枝サ

15:00 ＦＣ琉球 vs ガイナーレ鳥取 沖縄市陸

日程 キックオフ 会場

19:30 フウガドールすみだ vs デウソン神戸 墨田

19:30 府中アスレティックＦＣ vs エスポラーダ北海道 府中

14:00 ヴォスクオーレ仙台 vs シュライカー大阪 塩釜

18:00 アグレミーナ浜松 vs 名古屋オーシャンズ 浜松

14:00 バルドラール浦安 vs バサジィ大分 浦安

14:00 湘南ベルマーレ vs ペスカドーラ町田 小田原

14:00 シュライカー大阪 vs バルドラール浦安 神戸中央

16:30 デウソン神戸 vs ヴォスクオーレ仙台 神戸中央

16:30 フウガドールすみだ vs アグレミーナ浜松 墨田

17:00 府中アスレティックＦＣ vs 湘南ベルマーレ 府中

13:00 バサジィ大分 vs ペスカドーラ町田 ビーコン

14:00 名古屋オーシャンズ vs エスポラーダ北海道 オーシャン

9月7日(日)

9月13日(土)

9月14日(日)

9月14日(日)

9月7日(日)

9月14日(日)

9月6日(土)

23

30

31

24

25

9月13日(土)

節

9月5日(金)

9月6日(土)

J1

J2

J3

11

12

対戦

Ｆリーグ2014/2015 powered by ｉｎゼリー

対戦
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日程 キックオフ 会場

16:00 岡山湯郷Belle vs アルビレックス新潟レディース 美作

16:00 ベガルタ仙台レディース vs 伊賀フットボールクラブ くノ一 ユアスタ

13:00 日テレ・ベレーザ vs 浦和レッドダイヤモンズレディース 味フィ西

15:00 ASエルフェン埼玉 vs FC吉備国際大学Charme 川越

日程 キックオフ 会場

9月13日(土) 17:00 セレッソ大阪堺レディース vs ノジマステラ神奈川相模原 JG堺S1

13:00 バニーズ京都SC vs 福岡Ｊ・アンクラス 太陽が丘

13:00 アンジュヴィオレ広島 vs スペランツァFC大阪高槻 広島ス

16:00 日本体育大学女子サッカー部 vs 愛媛FCレディース SFP

11:00 ASハリマ アルビオン vs 常盤木学園高等学校 三木1球

14:00 清水第八プレアデス vs スフィーダ世田谷FC J-STEP東

日程 キックオフ 会場

9月6日(土) 12:00 ファジアーノ岡山ネクスト vs ＦＣマルヤス岡崎 カンスタ

9月6日(土) 14:00 栃木ウーヴァＦＣ vs 横河武蔵野ＦＣ 栃木市

9月6日(土) 15:00 ソニー仙台ＦＣ vs 佐川印刷京都 石巻フ

9月14日(日) 14:00 ＭＩＯびわこ滋賀 vs アスルクラロ沼津 甲賀

10

5

9月6日(土)

9月7日(日)

9月14日(日)

対戦

4

16

節

2

対戦

プレナスなでしこリーグ　エキサイティングシリーズ上位リーグ

節

節

日本フットボールリーグ（JFL）　セカンドステージ

対戦

プレナスチャレンジリーグ
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