
2016ボーイズマッチ日程表　　　
2016/2/11 初版

※学校行事などの都合により参加チームが入れ替わる場合があります。ご注意ください。
試合 開催日 曜日 対戦相手 キックオフ 集合時間 キックオフ

ACL1 2月24日 水 シドニーＦＣ（オーストラリア） 19:30 仲　　本 × 美　　園 16:20 17:10

J-1st-2 3月6日 日 磐田 14:00 浦和南 × 北浦和 10:50 11:40

J1-1st-3 3月12日 土 福岡 14:00 別　　所 × 仲　　町 10:50 11:40

J1-1st-5 4月1日 金 甲府 19:30 田　　島 × 新　　開 16:20 17:10

ACL4 4月5日 火 広州恒大（中国） 19:30 大　　門 × 仲　　町 16:20 17:10

J1st-1-7 4月16日 土 仙台 14:00 大谷口 × 谷田善前 10:50 11:40

J1-1st-9 4月29日 金・祝 名古屋 14:00 美　　園 × 大　　牧 10:50 11:40

ACL6 5月3日 火・祝 浦項スティーラーズ（韓国） 未定 文　　蔵 × 仲　　本 16:20 17:10

J1-1st-12 5月14日 土 新潟 14:00 木　　崎 × 土　　合 10:50 11:40

ACL Ｒ16① 5月18日 水 未定 未定 尾間木 × 三　　室

※1 J1-1st-13 5月21日or6月22日 土or水 東京 14:00 or 19:30 栄　　和 × 尾間木 10:50 or 16:20 11:40 or 17:10

ACL Ｒ16② 5月25日 水 未定 未定 尾間木 × 三　　室

J1-1st-15 6月11日 土 鹿島 未定 大久保 × 常　　盤

J1-1st-17 6月25日 土 神戸 未定 仲　　本 × 道祖土

J1-2nd-2 7月9日 土 柏 未定 本　　太 × 南浦和

J1-2nd-4 7月17日 日 大宮 未定 針ヶ谷 × 芝　　原

J1-2nd-7 8月6日 土 湘南 未定 中　　島 × 中　　尾

※２ J1-2nd-9 8月20日 土 川崎 未定 高　　砂 × 上木崎

ACL QF① 8月23日or24日 火ｏｒ水 未定 未定 道祖土 × 西浦和

YNC QF① 8月31日 水 未定 未定 別　　所 × 中　　尾

YNC QF② 9月4日 日 未定 未定 別　　所 × 中　　尾

※３ J1-2nd-11 9月10日 土 鳥栖 未定 三　　室 × 辻

ACL QF② 9月13日or14日 火ｏｒ水 未定 未定 道祖土 × 西浦和
※４ J1-2nd-13 9月25日 日 広島 未定 大谷場 × 沼　　影

ACL ＳF① 9月27日or28日 火ｏｒ水 未定 未定 栄　　和 × 大久保

※５ J1-2nd-14 10月1日 土 Ｇ大阪 未定 大　　門 × 駒　　場

YNC ＳF① 10月5日 水 未定 未定 木　　崎 × 沼　　影

YNC ＳF② 10月9日 日 未定 未定 木　　崎 × 沼　　影

YNC F 10月15日 土 未定 未定 ×

ACL ＳF② 10月18日or19日 火ｏｒ水 未定 未定 栄　　和 × 大久保

J1-2nd-17 11月3日 木・祝 横浜 未定 西浦和 × 岸　　町

J-CS １回戦 11月6日 日 未定 未定 芝　　原 × 南浦和

ACL F① 11月19日 土 未定 未定 田　　島 × 谷田善前

※６ J-CS SF 11月23日 水 未定 未定 岸　　町 × 辻

ACL F② 11月26日 土 未定 未定 田　　島 × 谷田善前

※７ J-CS F① 11月29日 火 未定 未定 常　　盤 × 土　　合

J-CS F② 12月3日 土 未定 未定 常　　盤 × 土　　合
■１ｓｔステージ第15節以降のキックオフ時間については、クラブの希望時間となります。

■１ｓｔステージ第15節～２ｎｄステージ第8節までの情報詳細は、5月中旬発表予定。

■ ２ｎｄステージ第9節以降の情報詳細は、7月中旬発表予定。

※１浦和レッズもしくはＦＣ東京がＡＣＬラウンド16に進出した場合、6月22日（水）に開催となります。

      浦和レッズおよびＦＣ東京がともにＡＣＬラウンド16に進出しなかった場合、5月21日（土）に開催となります。

※２　ＡＣＬにおいて浦和レッズが準々決勝に進出した場合、開催日が8月18日(木) or 19日(金)に変更となる可能性があります。

※３　ＡＣＬにおいて浦和レッズが準々決勝に進出した場合、開催日が9月9日(金)に変更となる可能性があります。

※４　ＡＣＬにおいて浦和レッズもしくはサンフレッチェ広島が準々決勝に進出した場合、開催日が9月22日（木・祝）～9月24日（土）に変更となる可能性があります。

※５　ＡＣＬにおいて浦和レッズもしくはガンバ大阪が準々決勝に進出した場合、開催日が10月2日（日）に変更となる可能性があります。

※６　ＡＣＬにおいて浦和レッズもしくは対戦クラブが決勝に進出した場合、開催日が11月22日（火）に変更となる可能性があります。

※７　ＡＣＬににおいて浦和レッズもしくは対戦クラブが決勝に進出した場合、開催日が11月30日（水）に変更となる可能性があります。

※学校行事などの都合により参加チームが入れ替わる場合があります。ご注意ください。

ボーイズマッチ対戦カード


