
高円宮杯サッカーリーグ プレミアリーグ2015マッチスケジュール（EAST）
節 日程 キックオフ HOME AWAY 会場

1

4/11(土)
11:00 ＪＦＡアカデミー福島 - 清水エスパルスユース

味の素スタジアム 西競技場
13:30 柏レイソルU-18 - 大宮アルディージャユース

4/12(日)

11:00 市立船橋高校 - コンサドーレ札幌U-18
味の素スタジアム 西競技場

13:30 流通経済大学付属柏高校 - 青森山田高校

13:00 ＦＣ東京U-18 - 鹿島アントラーズユース アミノバイタルフィールド

2 4/19（日）

11:00 鹿島アントラーズユース - コンサドーレ札幌U-18 県立カシマサッカースタジアム

11:00 大宮アルディージャユース - 市立船橋高校 ＮＡＣＫ５スタジアム大宮

11:00 流通経済大学付属柏高校 - ＦＣ東京U-18 柏の葉公園総合競技場

13:00 青森山田高校 - ＪＦＡアカデミー福島 青森山田高校

13:00 清水エスパルスユース - 柏レイソルU-18 清水ナショナルトレーニングセンター(J-STEP)

3

4/25（土）

11:00 市立船橋高校 - 清水エスパルスユース 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場

15:30 ＦＣ東京U-18 - ＪＦＡアカデミー福島 東京ガス武蔵野苑多目的グランド（人工芝）

未定 柏レイソルU-18 - 青森山田高校 未定

4/26(日)
11:00 鹿島アントラーズユース - 流通経済大学付属柏高校 県立カシマサッカースタジアム

未定 コンサドーレ札幌U-18 - 大宮アルディージャユース 未定

4 5/2（土）

10:00 ＪＦＡアカデミー福島 - 流通経済大学付属柏高校 時之栖スポーツセンター 時之栖グラウンド

11:00 市立船橋高校 - 青森山田高校 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場

11:00 柏レイソルU-18 - ＦＣ東京U-18 日立柏総合グラウンド

12:30 清水エスパルスユース - コンサドーレ札幌U-18 エスパルス三保グラウンド

15:30 大宮アルディージャユース - 鹿島アントラーズユース 未定

5 5/6（水・祝）

10:00 大宮アルディージャユース - 清水エスパルスユース 埼玉スタジアム２００２ 第４グラウンド

11:00 鹿島アントラーズユース - ＪＦＡアカデミー福島 県立カシマサッカースタジアム

11:00 流通経済大学付属柏高校 - 柏レイソルU-18 流通経済大学付属柏高校

11:00 コンサドーレ札幌U-18 - 青森山田高校 札幌サッカーアミューズメントパーク

11:00 ＦＣ東京U-18 - 市立船橋高校 東京ガス武蔵野苑多目的グランド（人工芝）

6 5/10（日）

11:00 市立船橋高校 - 流通経済大学付属柏高校 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場

11:00 ＦＣ東京U-18 - コンサドーレ札幌U-18 東京ガス武蔵野苑多目的グランド（人工芝）

11:00 清水エスパルスユース - 鹿島アントラーズユース 藤枝総合運動公園サッカー場

15:00 青森山田高校 - 大宮アルディージャユース 青森山田高校

15:00 柏レイソルU-18 - ＪＦＡアカデミー福島 未定

7

6/27（土）

11:00 ＪＦＡアカデミー福島 - 市立船橋高校 時之栖スポーツセンター 時之栖グラウンド

未定 大宮アルディージャユース - ＦＣ東京U-18 未定

未定 柏レイソルU-18 - 鹿島アントラーズユース 未定

6/28(日)
11:00 コンサドーレ札幌U-18 - 流通経済大学付属柏高校 札幌サッカーアミューズメントパーク

11:00 清水エスパルスユース - 青森山田高校 清水ナショナルトレーニングセンター(J-STEP)

8 7/5（日）

11:00 青森山田高校 - 鹿島アントラーズユース 青森山田高校

11:00 市立船橋高校 - 柏レイソルU-18 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場

11:00 流通経済大学付属柏高校 - 大宮アルディージャユース 流通経済大学付属柏高校

11:00 ＦＣ東京U-18 - 清水エスパルスユース 東京ガス武蔵野苑多目的グランド（人工芝）

未定 コンサドーレ札幌U-18 - ＪＦＡアカデミー福島 未定

9 7/12（日）

11:00 コンサドーレ札幌U-18 - 柏レイソルU-18 札幌サッカーアミューズメントパーク

11:00 鹿島アントラーズユース - 市立船橋高校 県立カシマサッカースタジアム

11:00 清水エスパルスユース - 流通経済大学付属柏高校 エコパスタジアム

13:00 青森山田高校 - ＦＣ東京U-18 青森山田高校

16:00 ＪＦＡアカデミー福島 - 大宮アルディージャユース 時之栖スポーツセンター 時之栖グラウンド



節 日程 キックオフ HOME AWAY 会場

10
7/18（土）

11:00 青森山田高校 - 流通経済大学付属柏高校 青森山田高校

11:00 鹿島アントラーズユース - ＦＣ東京U-18 県立カシマサッカースタジアム

16:00 大宮アルディージャユース - 柏レイソルU-18 埼玉スタジアム２００２ 第２グラウンド

17:00 清水エスパルスユース - ＪＦＡアカデミー福島 清水ナショナルトレーニングセンター（J-STEP）

7/19(日) 11:00 コンサドーレ札幌U-18 - 市立船橋高校 札幌サッカーアミューズメントパーク

11 8/23（日）

10:00 ＪＦＡアカデミー福島 - 青森山田高校 鏡石町営鳥見山多目的広場

11:00 コンサドーレ札幌U-18 - 鹿島アントラーズユース 札幌サッカーアミューズメントパーク

11:00 市立船橋高校 - 大宮アルディージャユース 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場

16:00 柏レイソルU-18 - 清水エスパルスユース 日立柏総合グラウンド

16:00 ＦＣ東京U-18 - 流通経済大学付属柏高校 東京ガス武蔵野苑多目的グランド（人工芝）

12 8/30（日）

未定 大宮アルディージャユース - コンサドーレ札幌U-18 未　定

11:00 青森山田高校 - 柏レイソルU-18 青森山田高校

11:00 流通経済大学付属柏高校 - 鹿島アントラーズユース 流通経済大学付属柏高校

11:00 ＪＦＡアカデミー福島 - ＦＣ東京U-18 時之栖スポーツセンター 時之栖グラウンド

11:00 清水エスパルスユース - 市立船橋高校 小笠山運動公園エコパ 補助競技場

13

9/5(土) 13:00 流通経済大学付属柏高校 - ＪＦＡアカデミー福島 流通経済大学付属柏高校

9/6（日）

11:00 青森山田高校 - 市立船橋高校 青森山田高校

16:00 ＦＣ東京U-18 - 柏レイソルU-18 東京ガス武蔵野苑多目的グランド（人工芝）

未定 コンサドーレ札幌U-18 - 清水エスパルスユース 未定

未定 未定 鹿島アントラーズユース - 大宮アルディージャユース 未定

14

9/12(土) 15:00 清水エスパルスユース - 大宮アルディージャユース ＩＡＩスタジアム日本平

9/13（日）

11:00 市立船橋高校 - ＦＣ東京U-18 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場

11:00 ＪＦＡアカデミー福島 - 鹿島アントラーズユース 時之栖スポーツセンター 時之栖グラウンド

16:00 柏レイソルU-18 - 流通経済大学付属柏高校 日立柏総合グラウンド

未定 青森山田高校 - コンサドーレ札幌U-18 青森山田高校

15

9/19(土) 14:00 流通経済大学付属柏高校 - 市立船橋高校 流通経済大学付属柏高校

9/20（日）

11:00 コンサドーレ札幌U-18 - ＦＣ東京U-18 札幌サッカーアミューズメントパーク

11:00 大宮アルディージャユース - 青森山田高校 ＮＴＴ東日本志木総合グラウンド

11:00 ＪＦＡアカデミー福島 - 柏レイソルU-18 時之栖スポーツセンター 時之栖グラウンド

未定 未定 鹿島アントラーズユース - 清水エスパルスユース 未定

16
11/22（日）

11:00 青森山田高校 - 清水エスパルスユース 青森山田高校

11:00 流通経済大学付属柏高校 - コンサドーレ札幌U-18 流通経済大学付属柏高校

13:00 市立船橋高校 - ＪＦＡアカデミー福島 ゼットエーオリプリスタジアム

13:00 ＦＣ東京U-18 - 大宮アルディージャユース 東京ガス武蔵野苑多目的グランド（人工芝）

未定 未定 鹿島アントラーズユース - 柏レイソルU-18 未定

17
11/29（日）

10:00 ＪＦＡアカデミー福島 - コンサドーレ札幌U-18 時之栖スポーツセンター 時之栖グラウンド

11:00 清水エスパルスユース - ＦＣ東京U-18 清水ナショナルトレーニングセンター（J-STEP）

13:00 大宮アルディージャユース - 流通経済大学付属柏高校 秋葉の森総合公園 天然芝サッカー場

14:00 柏レイソルU-18 - 市立船橋高校 日立柏総合グラウンド

未定 未定 鹿島アントラーズユース - 青森山田高校 未定

18 12/6（日）

13:00 市立船橋高校 - 鹿島アントラーズユース 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場

13:00 大宮アルディージャユース - ＪＦＡアカデミー福島 秋葉の森総合公園 天然芝サッカー場

13:00 流通経済大学付属柏高校 - 清水エスパルスユース 流通経済大学付属柏高校

13:00 柏レイソルU-18 - コンサドーレ札幌U-18 未定

13:00 ＦＣ東京U-18 - 青森山田高校 東京ガス武蔵野苑多目的グランド（人工芝）


