
 ２０１５プレナスチャレンジリーグWEST

節 開催日 キックオフ

ac福島 - 益城FC 11:00 静岡県 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝

静産磐田 - 名古屋 13:00 静岡県 エコパスタジアム

C大阪堺 - バニーズ 13:00 大阪府 J-GREEN堺S1メインフィールド

4月11日（土） 名古屋 - ac福島 15:00 愛知県 港サッカー場

C大阪堺 - 益城FC 13:00 大阪府 J-GREEN堺S1メインフィールド

バニーズ - 静産磐田 14:00 滋賀県 甲賀市陸上競技場

ac福島 - バニーズ 13:00 静岡県 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝

静産磐田 - C大阪堺 13:00 静岡県 エコパスタジアム

益城FC - 名古屋 13:00 熊本県 熊本市水前寺競技場

4月25日（土） バニーズ - 名古屋 13:00 京都府 亀岡運動公園陸上競技場

静産磐田 - 益城FC 12:00 静岡県 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場

C大阪堺 - ac福島 12:00 大阪府 J-GREEN堺S1メインフィールド

名古屋 - C大阪堺 13:00 愛知県 港サッカー場

ac福島 - 静産磐田 14:00 静岡県 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝

5月3日（日・祝） 益城FC - バニーズ 13:00 熊本県 うまかな・よかな補助競技場

5月16日（土） 名古屋 - バニーズ 15:30 愛知県 豊田スタジアム芝生広場

ac福島 - C大阪堺 11:00 静岡県 裾野市運動公園陸上競技場

益城FC - 静産磐田 13:00 熊本県 県営八代運動公園

C大阪堺 - 名古屋 16:00 大阪府 J-GREEN堺S1メインフィールド

バニーズ - 益城FC 19:00 京都府 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場

5月24日（日） 静産磐田 - ac福島 13:00 静岡県 エコパスタジアム

5月30日（土） 名古屋 - 益城FC 15:30 愛知県 港サッカー場

バニーズ - ac福島 14:00 京都府 西京極総合運動公園補助競技場

C大阪堺 - 静産磐田 14:00 大阪府 南津守さくら公園スポーツ広場

6月20日（土） 静産磐田 - バニーズ 18:00 静岡県 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場

ac福島 - 名古屋 11:00 静岡県 御殿場市陸上競技場

益城FC - C大阪堺 13:00 熊本県 うまかな・よかな補助競技場

6月13日（土） 名古屋 - 静産磐田 15:30 愛知県 豊田市運動公園球技場

6月27日（土） バニーズ - C大阪堺 12:00 滋賀県 東近江市布引運動公園陸上競技場

6月28日（日） 益城FC - ac福島 13:00 熊本県 うまかな・よかな補助競技場

8月1日（土） 静産磐田 - 名古屋 18:00 静岡県 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場

ac福島 - 益城FC 11:00 静岡県 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝

C大阪堺 - バニーズ 18:00 大阪府 J-GREEN堺S1メインフィールド

バニーズ - 静産磐田 14:00 京都府 西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場

名古屋 - ac福島 15:30 愛知県 港サッカー場

C大阪堺 - 益城FC 18:00 大阪府 南津守さくら公園スポーツ広場

ac福島 - バニーズ 13:00 静岡県 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝

静産磐田 - C大阪堺 13:00 静岡県 ヤマハスタジアム

益城FC - 名古屋 13:00 熊本県 うまかな・よかな補助競技場

9月12日（土） C大阪堺 - ac福島 18:00 大阪府 南津守さくら公園スポーツ広場

9月13日（日） 静産磐田 - 益城FC 12:00 静岡県 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場

9月12日（土）or9月13日（日） バニーズ - 名古屋 未定 京都府 未定

9月19日（土） 名古屋 - C大阪堺 15:30 愛知県 瑞穂北陸上競技場

益城FC - バニーズ 13:00 熊本県 県営八代運動公園

ac福島 - 静産磐田 14:00 静岡県 時之栖スポーツセンター裾野グラウンド天然芝
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