
開催節 会場名 キックオフ時間

5/14（⼟） サンフレッチェ広島（H） vs 鷲⽻FC（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

5/14（⼟） サンフレッチェびんご（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

5/14（⼟） シーガル広島（H） vs ハジャス（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

5/14（⼟） Jフィールド岡⼭（H） vs ピジョン（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

5/14（⼟） 廿⽇市FC（H） vs サンフレッチェくにびき（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

5/15（⽇） ⾼川学園（H） vs FCツネイシ（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 15:30

5/21（⼟） 廿⽇市FC（H） vs FCツネイシ（A） 佐伯総合スポーツ公園(天然芝) 11:00

5/21（⼟） サンフレッチェ広島（H） vs サンフレッチェびんご（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定(9〜13時)

5/21（⼟） ピジョン（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定（13〜17時）

5/21（⼟） ハジャス（H） vs 鷲⽻FC（A） 岡⼭学芸館瀬⼾内グラウンド（⼈⼯芝） 17:00

5/22（⽇） サンフレッチェくにびき（H） vs シーガル広島（A） サン電⼦⼯業グラウンド（天然芝） 13:00

8/5（⾦） ⾼川学園（H） vs Jフィールド岡⼭（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 10:00

6/4（⼟） サンフレッチェくにびき（H） vs 鷲⽻FC（A） サン電⼦⼯業グラウンド（天然芝） 13:00

6/4（⼟） 廿⽇市FC（H） vs Jフィールド岡⼭（A） 三協ディスプレイグリーンフィールド（⼈⼯芝） 14:00

6/4（⼟） シーガル広島（H） vs FCツネイシ（A） 千代⽥運動公陸上競技場 未定

6/4（⼟） サンフレッチェびんご（H） vs ピジョン（A） 揚倉⼭運動健康公園（⼈⼯芝）協会枠 未定

6/5（⽇） ⾼川学園（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 13:00

6/5（⽇） サンフレッチェ広島（H） vs ハジャス（A） 未定 未定

6/11（⼟） Jフィールド岡⼭（H） vs シーガル広島（A） 新⾒防災公園（⼈⼯芝） 10:30

6/11（⼟） ハジャス（H） vs サンフレッチェくにびき（A） 新⾒神郷（天然芝） 14:00

6/11（⼟） 廿⽇市FC（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） 三協ディスプレイグリーンフィールド（⼈⼯芝） 14:00

6/11（⼟） ピジョン（H） vs サンフレッチェ広島（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定（PM希望）

6/11（⼟） FCツネイシ（H） vs 鷲⽻FC（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 17:30

8/27（⼟） サンフレッチェびんご（H） vs ⾼川学園（A） びんご運動公園陸上競技場（天然芝） 12:00

6/18（⼟） FCツネイシ（H） vs ハジャス（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 18:00

6/18（⼟） 廿⽇市FC（H） vs サンフレッチェびんご（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

6/19（⽇） ⾼川学園（H） vs ピジョン（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 13:00

6/19（⽇） Jフィールド岡⼭（H） vs 鷲⽻FC（A） 美作ラグビーサッカー場第⼀芝 14:00

6/19（⽇） ファジアーノ岡⼭（H） vs シーガル広島（A） 灘崎町総合公園（⼈⼯芝） 15:00

6/19（⽇） サンフレッチェ広島（H） vs サンフレッチェくにびき（A） 吉⽥サッカー公園（⼈⼯芝） 未定

6/25（⼟） 廿⽇市FC（H） vs ピジョン（A） 三協ディスプレイグリーンフィールド（⼈⼯芝） 10:30

6/25（⼟） ファジアーノ岡⼭（H） vs 鷲⽻FC（A） 政⽥サッカー場（⼈⼯芝） 19:00

6/26（⽇） Jフィールド岡⼭（H） vs ハジャス（A） 新⾒防災公園（⼈⼯芝） 13:30

6/26（⽇） ⾼川学園（H） vs サンフレッチェ広島（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 15:30

6/26（⽇） サンフレッチェびんご（H） vs シーガル広島（A） 広域公園補助競技場（天然芝）協会枠 未定

8/6（⼟） サンフレッチェくにびき（H） vs FCツネイシ（A） サン電⼦⼯業グラウンド（天然芝） 13:00

7/2（⼟） 鷲⽻FC（H） vs サンフレッチェびんご（A） 灘崎町総合公園（⼈⼯芝） 14:00

7/2（⼟） ハジャス（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） 岡⼭学芸館瀬⼾内グラウンド（⼈⼯芝） 17:00

7/2（⼟） FCツネイシ（H） vs サンフレッチェ広島（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 17:30

7/3（⽇） Jフィールド岡⼭（H） vs サンフレッチェくにびき（A） 美作ラグビーサッカー場第⼀芝 13:30

7/3（⽇） ⾼川学園（H） vs 廿⽇市FC（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 15:30

ピジョン（H） vs シーガル広島（A） 未定 未定

7/9（⼟） サンフレッチェくにびき（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） 出雲健康公園多⽬的運動場（⼈⼯芝） 12:00

7/9（⼟） 鷲⽻FC（H） vs ピジョン（A） 財⽥スポーツ広場天然芝) 13:00

7/9（⼟） ハジャス（H） vs サンフレッチェびんご（A） 岡⼭学芸館瀬⼾内グラウンド（⼈⼯芝） 17:00

7/9（⼟） サンフレッチェ広島（H） vs 廿⽇市FC（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

7/10（⽇） ⾼川学園（H） vs シーガル広島（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 13:00

7/10（⽇） FCツネイシ（H） vs Jフィールド岡⼭（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 16:30

7/16（⼟） シーガル広島（H） vs 廿⽇市FC（A） 三共ディスプレイグリーンフィールド 10:30

7/16（⼟） FCツネイシ（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 17:30

7/16（⼟） サンフレッチェ広島（H） vs Jフィールド岡⼭（A） 未定 未定

7/16（⼟） ハジャス（H） vs ピジョン（A） 新⾒神郷（天然芝） 未定

7/18（祝・⽉） 鷲⽻FC（H） vs ⾼川学園（A） 財⽥スポーツ広場（天然芝) 13:00

7/18（祝・⽉） サンフレッチェびんご（H） vs サンフレッチェくにびき（A） びんご運動公園陸上競技場（天然芝） 14:00

7/23（⼟） ファジアーノ岡⼭（H） vs Jフィールド岡⼭（A） 灘崎町総合公園（⼈⼯芝） 15:00

7/23（⼟） FCツネイシ（H） vs サンフレッチェびんご（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 17:30

7/24（⽇） サンフレッチェくにびき（H） vs ピジョン（A） ⻑浜中央公園(天然芝) 14:30

7/24（⽇） シーガル広島（H） vs サンフレッチェ広島（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

7/24（⽇） 廿⽇市FC（H） vs 鷲⽻FC（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

7/18（祝・⽉） ハジャス（H） vs ⾼川学園（A） 新⾒神郷（天然芝） 未定

7/30（⼟） Jフィールド岡⼭（H） vs サンフレッチェびんご（A） 美作サッカー・ラグビー場（⼈⼯芝） 未定

7/30（⼟） ハジャス（H） vs 廿⽇市FC（A） 学芸館瀬⼾内グラウンド（⼈⼯芝） 17:00

7/30（⼟） FCツネイシ（H） vs ピジョン（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 17:30

7/31（⽇） 鷲⽻FC（H） vs シーガル広島（A） 財⽥スポーツ広場(天然芝) 13:00

7/31（⽇） サンフレッチェくにびき（H） vs ⾼川学園（A） ⻑浜中央公園(天然芝) 13:00

9/3（⼟） サンフレッチェ広島（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） 未定 未定
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9/11（⽇） ピジョン（H） vs Jフィールド岡⼭（A） BMW広島スタジアム（天然芝） 14:30

9/17（⼟） 鷲⽻FC（H） vs サンフレッチェ広島（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

9/17（⼟） ファジアーノ岡⼭（H） vs サンフレッチェびんご（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

9/17（⼟） FCツネイシ（H） vs ⾼川学園（A） ゼロバランス（⼈⼯芝）協会枠 未定

9/19（祝・⽉） ハジャス（H） vs シーガル広島（A） 新⾒神郷（天然芝） 11:00

9/19（祝・⽉） サンフレッチェくにびき（H） vs 廿⽇市FC（A） ⻑浜中央公園(天然芝) 13:00

9/23（⾦・祝） 鷲⽻FC（H） vs ハジャス（A） ⾼梁神原(⼈⼯芝) 10:00

9/23（⾦・祝） サンフレッチェびんご（H） vs サンフレッチェ広島（A） びんご運動公園陸上競技場（天然芝） 11:00

9/23（⾦・祝） Jフィールド岡⼭（H） vs ⾼川学園（A） 財⽥スポーツ広場（天然芝） 13:00

9/23（⾦・祝） ファジアーノ岡⼭（H） vs ピジョン（A） 政⽥サッカー場（⼈⼯芝） 15:00

9/23（⾦・祝） FCツネイシ（H） vs 廿⽇市FC（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 17:30

9/23（⾦・祝） シーガル広島（H） vs サンフレッチェくにびき（A） 東広島運動公園陸上競技場（協会枠） 未定

10/1（⼟） 鷲⽻FC（H） vs サンフレッチェくにびき（A） ⾼梁神原（⼈⼯芝） 13:00

10/1（⼟） FCツネイシ（H） vs シーガル広島（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 17:30

10/1（⼟） ピジョン（H） vs サンフレッチェびんご（A） 揚倉⼭健康運動公園（⼈⼯芝）協会枠 未定

10/2（⽇） Jフィールド岡⼭（H） vs 廿⽇市FC（A） 神原スポーツ公園（⼈⼯芝） 10:00

10/2（⽇） ファジアーノ岡⼭（H） vs ⾼川学園（A） 政⽥サッカー場（⼈⼯芝） 15:00

ハジャス（H） vs サンフレッチェ広島（A） 未定 未定

10/8（⼟） ファジアーノ岡⼭（H） vs 廿⽇市FC（A） 灘崎町総合公園（⼈⼯芝） 15:00

10/9（⽇） 鷲⽻FC（H） vs FCツネイシ（A） ⾼梁神原（⼈⼯芝） 13:00

10/9（⽇） シーガル広島（H） vs Jフィールド岡⼭（A） 佐伯総合スポーツ公園(天然芝)協会枠 未定

10/10（祝・⽉） サンフレッチェくにびき（H） vs ハジャス（A） ⻑浜中央公園(天然芝) 13:00

10/10（祝・⽉） ⾼川学園（H） vs サンフレッチェびんご（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 13:00

ピジョン（H） vs サンフレッチェ広島（A） 未定 未定

10/15（⼟） 鷲⽻FC（H） vs Jフィールド岡⼭（A） 財⽥スポーツ広場（天然芝） 10:00

10/15（⼟） サンフレッチェびんご（H） vs 廿⽇市FC（A） ツネイシフィールド(⼈⼯芝)協会枠 未定（AM）

10/15（⼟） シーガル広島（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） ツネイシフィールド(⼈⼯芝)協会枠 未定（PM）

10/15（⼟） ハジャス（H） vs FCツネイシ（A） 学芸館瀬⼾内グラウンド（⼈⼯芝） 17:00

10/15（⼟） サンフレッチェくにびき（H） vs サンフレッチェ広島（A） ⻑浜中央公園(天然芝) 未定

ピジョン（H） vs ⾼川学園（A） 未定 未定

10/22（⼟） ピジョン（H） vs 廿⽇市FC（A） 三協ディスプレイグリーンフィールド（⼈⼯芝） 10:30

10/22（⼟） 鷲⽻FC（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） ⾼梁神原（⼈⼯芝） 14:00

10/22（⼟） ハジャス（H） vs Jフィールド岡⼭（A） 学芸館瀬⼾内グラウンド（⼈⼯芝） 17:00

10/22（⼟） FCツネイシ（H） vs サンフレッチェくにびき（A） ツネイシフィールド（⼈⼯芝） 17:30

10/22（⼟） シーガル広島（H） vs サンフレッチェびんご（A） 佐伯総合スポーツ公園(天然芝)協会枠 未定 B戦20分1本

サンフレッチェ広島（H） vs ⾼川学園（A） 未定 未定 B戦20分1本

10/30（⽇） シーガル広島（H） vs ピジョン（A） 佐伯総合スポーツ公園(天然芝)協会枠 10:30 B戦20分1本

10/30（⽇） サンフレッチェ広島（H） vs FCツネイシ（A） 佐伯総合スポーツ公園(天然芝)協会枠 12:40

10/30（⽇） 廿⽇市FC（H） vs ⾼川学園（A） 佐伯総合スポーツ公園(天然芝)協会枠 14:50

10/30（⽇） ファジアーノ岡⼭（H） vs ハジャス（A） 政⽥サッカー場（⼈⼯芝） 15:00

11/26（⼟） サンフレッチェびんご（H） vs 鷲⽻FC（A） びんご運動公園陸上競技場（天然芝） 11:00

12/10（⼟） サンフレッチェくにびき（H） vs Jフィールド岡⼭（A） サン電⼦⼯業グラウンド（天然芝） 13:00

11/3（祝・⽊） シーガル広島（H） vs ⾼川学園（A） 揚倉⼭健康公園(⼈⼯芝)協会枠 未定（AM）

11/3（祝・⽊） ピジョン（H） vs 鷲⽻FC（A） 揚倉⼭健康公園(⼈⼯芝)協会枠 未定（PM希望）

11/5（⼟） 廿⽇市FC（H） vs サンフレッチェ広島（A） 三協ディスプレイグリーンフィールド（⼈⼯芝） 10:30

11/5（⼟） ファジアーノ岡⼭（H） vs サンフレッチェくにびき（A） 灘崎町総合公園（⼈⼯芝） 15:00

11/6（⽇） Jフィールド岡⼭（H） vs FCツネイシ（A） 財⽥スポーツ広場（天然芝） 11:00

12/10（⼟） サンフレッチェびんご（H） vs ハジャス（A） びんご運動公園陸上競技場（天然芝） 11:00

11/12（⼟） 廿⽇市FC（H） vs シーガル広島（A） 三共ディスプレイグリーンフィールド（⼈⼯芝） 10:30

11/12（⼟） Jフィールド岡⼭（H） vs サンフレッチェ広島（A） 財⽥スポーツ広場（天然芝） 13:00

11/12（⼟） ファジアーノ岡⼭（H） vs FCツネイシ（A） 灘崎町総合公園（⼈⼯芝） 15:00

11/12（⼟） ピジョン（H） vs ハジャス（A） 佐伯総合スポーツ公園（天然芝）協会枠 未定

11/13（⽇） ⾼川学園（H） vs 鷲⽻FC（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 13:00

12/17（⼟） サンフレッチェくにびき（H） vs サンフレッチェびんご（A） サン電⼦⼯業グラウンド（天然芝） 14:00

9/4（⽇） ⾼川学園（H） vs ハジャス（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 13:00

11/19（⼟） 鷲⽻FC（H） vs 廿⽇市FC（A） ⾼梁神原（⼈⼯芝） 13:00

11/19（⼟） Jフィールド岡⼭（H） vs ファジアーノ岡⼭（A） 灘崎町総合公園（⼈⼯芝） 15:00

11/20（⽇） サンフレッチェびんご（H） vs FCツネイシ（A） びんご運動公園陸上競技場（天然芝） 11:00

11/23（祝・⽔） ピジョン（H） vs サンフレッチェくにびき（A） 佐伯総合スポーツ公園(天然芝)協会枠 未定

サンフレッチェ広島（H） vs シーガル広島（A） 未定 未定

12/3（⼟） シーガル広島（H） vs 鷲⽻FC（A） 揚倉⼭健康運動公園(⼈⼯芝)協会枠 未定

12/3（⼟） 廿⽇市FC（H） vs ハジャス（A） 揚倉⼭健康運動公園(⼈⼯芝)協会枠 未定

12/3（⼟） ピジョン（H） vs FCツネイシ（A） 揚倉⼭健康運動公園(⼈⼯芝)協会枠 未定

12/4（⽇） サンフレッチェびんご（H） vs Jフィールド岡⼭（A） びんご運動公園陸上競技場（天然芝） 11:00

12/4（⽇） ⾼川学園（H） vs サンフレッチェくにびき（A） ⾼川学園第⼆グラウンド（⼈⼯芝） 13:00

12/11（⼟） ファジアーノ岡⼭（H） vs サンフレッチェ広島（A） 未定 未定

開催⽇ 対戦カード

12節

18節

19節

20節

21節

予備⽇

13節

14節

15節

16節

17節

22節


