
２０１５プレナスなでしこリーグ2部

節 開催日 キックオフ

ノジマ - JSCL 13:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

Aハリマ - EFCL 18:30 兵庫県 県立三木総合防災公園陸上競技場

日体大 - 福岡AN 13:00 神奈川県 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

AC長野 - アンジュ 13:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

吉備国大 - S世田谷 13:00 岡山県 シティライトスタジアム

EFCL - ノジマ 13:00 愛媛県 ニンジニアスタジアム

S世田谷 - AC長野 14:00 東京都 駒沢オリンピック公園陸上競技場

Aハリマ - 吉備国大 13:00 兵庫県 姫路市立陸上競技場

アンジュ - 日体大 13:00 広島県 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

4月4日（土）or4月5日（日） 福岡AN - JSCL 未定 未定 未定

日体大 - Aハリマ 13:00 神奈川県 ニッパツ三ツ沢球技場

ノジマ - AC長野 14:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

JSCL - EFCL 12:00 新潟県 新発田市五十公野公園陸上競技場

吉備国大 - アンジュ 13:00 広島県 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場

福岡AN - S世田谷 13:00 福岡県 小郡市陸上競技場

AC長野 - 日体大 13:00 長野県 佐久総合公園運動公園陸上競技場

EFCL - アンジュ 13:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

S世田谷 - JSCL 14:00 東京都 武蔵野市立武蔵野陸上競技場

ノジマ - 吉備国大 13:00 神奈川県 厚木市荻野運動公園競技場

Aハリマ - 福岡AN 14:00 兵庫県 姫路市立陸上競技場

4月25日（土） アンジュ - S世田谷 13:00 広島県 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

JSCL - Aハリマ 11:00 新潟県 新発田市五十公野公園陸上競技場

吉備国大 - EFCL 13:00 岡山県 岡山県津山陸上競技場

日体大 - ノジマ 14:30 神奈川県 大和市営大和スポーツセンター競技場

4月25日（土）or4月26日（日） 福岡AN - AC長野 未定 未定 未定

JSCL - 吉備国大 12:00 新潟県 胎内市総合グラウンド陸上競技場

EFCL - 日体大 12:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

Aハリマ - AC長野 13:00 兵庫県 姫路市立陸上競技場

福岡AN - アンジュ 13:00 福岡県 小郡市陸上競技場

S世田谷 - ノジマ 14:00 東京都 味の素フィールド西が丘

日体大 - S世田谷 11:00 東京都 味の素フィールド西が丘

AC長野 - 吉備国大 11:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

EFCL - 福岡AN 11:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

ノジマ - Aハリマ 13:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

アンジュ - JSCL 13:00 広島県 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

S世田谷 - EFCL 13:00 東京都 味の素スタジアム西競技場

Aハリマ - アンジュ 19:00 兵庫県 県立三木総合防災公園陸上競技場

吉備国大 - 日体大 13:00 岡山県 岡山県津山陸上競技場

福岡AN - ノジマ 13:00 福岡県 東平尾公園博多の森陸上競技場

JSCL - AC長野 14:00 新潟県 胎内市総合グラウンド陸上競技場

EFCL - AC長野 12:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

福岡AN - 吉備国大 13:00 福岡県 小郡市陸上競技場

JSCL - 日体大 12:00 新潟県 新発田市五十公野公園陸上競技場

S世田谷 - Aハリマ 13:00 東京都 味の素フィールド西が丘

アンジュ - ノジマ 13:00 広島県 広島県立びんご運動公園陸上競技場
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２０１５プレナスなでしこリーグ2部

節 開催日 キックオフ

5月23日（土） 吉備国大 - Aハリマ 13:00 岡山県 シティライトスタジアム

ノジマ - EFCL 11:00 神奈川県 大和市営大和スポーツセンター競技場

JSCL - 福岡AN 11:00 富山県 富山県魚津桃山運動公園陸上競技場

日体大 - アンジュ 13:00 神奈川県 日産フィールド小机

AC長野 - S世田谷 14:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

S世田谷 - EFCL 13:00 東京都 武蔵野市立武蔵野陸上競技場

日体大 - 吉備国大 13:00 神奈川県 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

ノジマ - 福岡AN 14:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

Aハリマ - アンジュ 13:00 兵庫県 県立三木総合防災公園陸上競技場

AC長野 - JSCL 14:00 長野県 佐久総合公園運動公園陸上競技場

EFCL - JSCL 12:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

Aハリマ - 日体大 13:00 兵庫県 県立三木総合防災公園陸上競技場

アンジュ - 吉備国大 13:00 広島県 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

AC長野 - ノジマ 14:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

6月6日（土）or6月7日（日） 福岡AN - S世田谷 未定 未定 未定

6月27日（土） S世田谷 - 日体大 14:00 東京都 駒沢オリンピック公園陸上競技場

JSCL - アンジュ 11:00 新潟県 新発田市五十公野公園陸上競技場

EFCL - 福岡AN 11:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

Aハリマ - ノジマ 13:00 兵庫県 姫路市立陸上競技場

吉備国大 - AC長野 未定 未定 未定

日体大 - EFCL 13:00 神奈川県 日産フィールド小机

ノジマ - S世田谷 15:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

AC長野 - Aハリマ 13:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

アンジュ - 福岡AN 14:00 広島県 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

吉備国大 - JSCL 15:00 岡山県 シティライトスタジアム

7月11日（土） ノジマ - 日体大 15:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

Aハリマ - JSCL 11:00 兵庫県 姫路市立陸上競技場

EFCL - 吉備国大 13:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

S世田谷 - アンジュ 未定 東京都 未定

福岡AN - AC長野 未定 未定 未定

7月18日（土） 日体大 - AC長野 13:00 神奈川県 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

JSCL - S世田谷 14:00 新潟県 胎内市総合グラウンド陸上競技場

吉備国大 - ノジマ 15:00 岡山県 岡山県津山陸上競技場

7月20日（月・祝） アンジュ - EFCL 13:00 広島県 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場

7月18日（土）～7月20日（月・祝） 福岡AN - Aハリマ 未定 未定 未定

日体大 - JSCL 13:00 神奈川県 日産フィールド小机

ノジマ - アンジュ 15:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

吉備国大 - 福岡AN 15:00 岡山県 岡山県笠岡陸上競技場

Aハリマ - S世田谷 11:00 兵庫県 姫路市立陸上競技場

AC長野 - EFCL 13:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

EFCL - Aハリマ 11:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

S世田谷 - 吉備国大 14:00 東京都 多摩市立陸上競技場

JSCL - ノジマ 11:00 新潟県 胎内市総合グラウンド陸上競技場

アンジュ - AC長野 11:00 広島県 コカ・コーラウエスト広島スタジアム

福岡AN - 日体大 11:00 福岡県 東平尾公園博多の森陸上競技場
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２０１５プレナスなでしこリーグ2部

節 開催日 キックオフ

ノジマ - EFCL 15:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

吉備国大 - Aハリマ 15:00 岡山県 岡山県笠岡陸上競技場

日体大 - アンジュ 13:00 神奈川県 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

AC長野 - S世田谷 14:00 長野県 長野運動公園陸上競技場

JSCL - 福岡AN 未定 新潟県 十日町市陸上競技場

EFCL - JSCL 11:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

Aハリマ - 日体大 11:30 兵庫県 加古川陸上競技場

S世田谷 - 福岡AN 14:00 東京都 駒沢オリンピック公園陸上競技場

AC長野 - ノジマ 14:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

アンジュ - 吉備国大 16:00 広島県 広島広域公園第一球技場

9月19日（土） 日体大 - AC長野 13:00 神奈川県 ニッパツ三ツ沢球技場

9月20日（日） JSCL - S世田谷 14:00 新潟県 新発田市五十公野公園陸上競技場

アンジュ - EFCL 13:00 広島県 三次市みよし運動公園陸上競技場

福岡AN - Aハリマ 13:00 福岡県 レベルファイブスタジアム

吉備国大 - ノジマ 15:00 岡山県 シティライトスタジアム

ノジマ - 日体大 13:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

EFCL - 吉備国大 13:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

AC長野 - 福岡AN 11:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

S世田谷 - アンジュ 13:00 東京都 味の素スタジアム西競技場

9月26日（土）or9月27日（日） Aハリマ - JSCL 未定 未定 未定

AC長野 - Aハリマ 11:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

アンジュ - 福岡AN 14:00 広島県 広島広域公園第一球技場

10月3日（土）or10月4日（日） ノジマ - S世田谷 未定 未定 未定

10月3日（土）or10月4日（日）or10月31日（土） 吉備国大 - JSCL 未定 未定 未定

未定 日体大 - EFCL 未定 未定 未定

10月10日（土） Aハリマ - ノジマ 11:00 兵庫県 姫路市立陸上競技場

10月11日（日） JSCL - アンジュ 12:00 新潟県 十日町市当間多目的グラウンド　クロアチアピッチ

吉備国大 - AC長野 13:00 岡山県 岡山県笠岡陸上競技場

福岡AN - EFCL 13:00 福岡県 小郡市陸上競技場

10月10日（土）～10月12日（月・祝） S世田谷 - 日体大 未定 未定 未定

8月23日（日） 日体大 - 吉備国大 11:00 神奈川県 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

ノジマ - 福岡AN 14:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

AC長野 - JSCL 14:00 長野県 佐久総合公園運動公園陸上競技場

アンジュ - Aハリマ 14:00 広島県 呉市総合スポーツセンター陸上競技場

10月18日（日） EFCL - S世田谷 12:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

日体大 - JSCL 13:00 神奈川県 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場

ノジマ - アンジュ 13:00 神奈川県 相模原ギオンスタジアム

AC長野 - EFCL 13:00 長野県 南長野運動公園総合球技場

Aハリマ - S世田谷 13:00 兵庫県 姫路市立陸上競技場

吉備国大 - 福岡AN 14:00 岡山県 倉敷運動公園陸上競技場

S世田谷 - 吉備国大 13:00 東京都 味の素フィールド西が丘

JSCL - ノジマ 13:00 新潟県 デンカビッグスワンスタジアム

アンジュ - AC長野 13:00 広島県 広島広域公園第一球技場

EFCL - Aハリマ 13:00 愛媛県 愛媛県総合運動公園球技場

福岡AN - 日体大 13:00 福岡県 レベルファイブスタジアム

対戦カード 会場
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