
回戦 マッチ
ナンバ－ キックオフ 会場 (ベンチ左） （ベンチ右）

【1】 11月 27日 11:00 三木陸 東京国際大学 - ヴィアマテラス宮崎

【2】 11月 26日 14:00 Ａｘｉｓ アンジュヴィオレ広島 - 岡山湯郷Belle

【3】 11月 26日 13:30 石巻フ 東洋大学 - ノルディーア北海道

【4】 11月 27日 10:30 石巻フ 常盤木学園高校 - FC今治レディース

【5】 11月 27日 14:00 三木陸 愛媛ＦＣレディース - リリーウルフ.F石川

【6】 11月 26日 10:30 上野競 ＳＥＩＳＡ ＯＳＡレイア湘南ＦＣ - 愛知東邦大学

【7】 11月 27日 13:30 藤枝 藤枝順心高校 - 福岡Ｊ・アンクラス

【8】 11月 26日 13:30 藤枝 スペランツァ大阪 - 筑波大学

【9】 11月 26日 14:00 三木陸 岡山県作陽高校 - 神村学園高等部

【10】 11月 26日 11:00 三木陸 セレッソ大阪堺レディース - 日ノ本学園高校

【11】 11月 26日 10:30 藤枝 吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁 - 静岡ＳＳＵボニータ

【12】 11月 27日 10:30 藤枝 日体大ＳＭＧ横浜 - FCふじざくら山梨

【13】 11月 26日 13:30 上野競 ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ - ＪＦＡアカデミー福島

【14】 11月 27日 13:00 上野競 オルカ鴨川ＦＣ - 大商学園高校

【15】 11月 26日 11:00 Ａｘｉｓ ディオッサ出雲ＦＣ - 東海大学

【16】 11月 26日 10:30 石巻フ 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 - 札幌大学ヴィスタ

【17】 11月 27日 13:30 石巻フ バニーズ群馬ＦＣホワイトスター - 早稲田大学

【18】 12月 3日 13:30 宮崎県 スフィーダ世田谷ＦＣ - 【1】の勝者

【19】 12月 4日 10:30 日東丸岡 【2】の勝者 - 【3】の勝者

【20】 12月 3日 10:30 石巻フ 伊賀ＦＣくノ一三重 - 【4】の勝者

【21】 12月 3日 14:00 栃木グ 【5】の勝者 - 【6】の勝者

【22】 12月 3日 13:30 日東丸岡 ＡＳハリマアルビオン - 【7】の勝者

【23】 12月 3日 10:30 宮崎県 【8】の勝者 - 【9】の勝者

【24】 12月 3日 10:30 日東丸岡 【10】の勝者 - 【11】の勝者

【25】 12月 3日 13:30 石巻フ 【12】の勝者 - 【13】の勝者

【26】 12月 4日 13:30 日東丸岡 【14】の勝者 - 【15】の勝者

【27】 12月 3日 11:00 栃木グ 【16】の勝者 - 【17】の勝者

【28】 12月 10日 11:00 栃木グ 【18】の勝者 - 【19】の勝者

【29】 12月 10日 11:00 三木陸 【20】の勝者 - 【21】の勝者

【30】 12月 10日 14:00 三木陸 【22】の勝者 - 【23】の勝者

【31】 12月 11日 13:00 三木陸 【24】の勝者 - 【25】の勝者

【32】 12月 10日 14:00 栃木グ 【26】の勝者 - 【27】の勝者

【33】 12月 18日 14:00 ｶﾝｾｷS マイナビ仙台レディース - 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

【34】 12月 18日 13:00 広島一球 サンフレッチェ広島レジーナ - 【31】の勝者

【35】 12月 17日 14:00 栃木グ アルビレックス新潟レディース - ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

【36】 12月 17日 11:00 栃木グ 大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳ - 【32】の勝者

【37】 12月 18日 11:00 ｶﾝｾｷS 三菱重工浦和レッズレディース - ＡＣ長野パルセイロ・レディース

【38】 12月 18日 14:00 三木陸 ＩＮＡＣ神戸レオネッサ - 【30】の勝者

【39】 12月 18日 11:00 三木陸 ノジマステラ神奈川相模原 - 【28】の勝者

【40】 12月 18日 13:00 藤枝サ ちふれＡＳエルフェン埼玉 - 【29】の勝者

【41】 1月 15日 調整中 【33】の勝者 - 【34】の勝者

【42】 1月 15日 調整中 【35】の勝者 - 【36】の勝者

【43】 1月 15日 調整中 【37】の勝者 - 【38】の勝者

【44】 1月 15日 調整中 【39】の勝者 - 【40】の勝者

【45】 1月 22日 13:00 サンガS 【41】の勝者 - 【42】の勝者

【46】 1月 22日 16:00 サンガS 【43】の勝者 - 【44】の勝者

決勝 【47】 1月 28日 15:00 ヨドコウ 【45】の勝者 - 【46】の勝者
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