
節 日付 曜日 キックオフ HOME試合 AWAY試合 試合会場 会場詳細リンク

1 3/14 日 13:00 Honda　FC vs ソニー 都田 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=233

2 3/21 日 13:00 ソニー vs 松江ｼﾃｨｰFC ユアテック http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=203

3 3/28 日 13:00 ヴェルスパ大分 vs ソニー 昭和電サA http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=428

4 4/4 日 13:00 vs 試合なし

5 4/11 日 12:00 高知ユナイテッド vs ソニー 春野陸 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1572

6 4/25 日 13:00 奈良クラブ vs ソニー 奈良橿原 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=852

7 5/1 土 13:00 ソニー vs 枚方 角田 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=555

8 5/5 水祝 13:00 ヴィアティン三重 vs ソニー アサスタ http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1153

9 5/15 土 13:00 ソニー vs ロック めぐみB http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=296

10 5/29 土 15:00 刈谷 vs ソニー 刈谷 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1722

11 6/5 土 13:00 ソニー vs 武蔵野 角田 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=555

12 6/13 日 13:00 青森 vs ソニー 新青森球 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1026

13 6/20 日 13:00 ソニー vs FC大阪 角田 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=555

14 6/26 土 15:00 鈴鹿 vs ソニー AGF鈴鹿 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1432

15 7/3 土 15:00 ソニー vs いわきFC 石巻フ http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=205

16 7/11 日 15:00 マルヤス vs ソニー 豊田陸 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=707

17 7/18 日 15:00 ソニー vs Mioびわこ 石巻フ http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=205

18 7/25 日 15:00 松江ｼﾃｨｰFC vs ソニー 松江 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1434

19 8/21 土 15:00 ソニー vs Honda　FC ユアテック http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=203

20 8/28 土 15:00 ソニー vs ヴィアティン三重 めぐみB http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=296

21 9/4 土 15:00 ロック vs ソニー 宮崎市 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=247

22  9/12 未定 ソニー vs 刈谷 未定 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1720

23 9/18 土 15:00 武蔵野 vs ソニー 西ヶ丘 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=223

24 10/3 日 13:00 ソニー vs 青森 ユアテック http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=203

25 10/10 日 13:00 FC大阪 vs ソニー 花園第2G http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1570

26 10/17 日 13:00 いわきFC vs ソニー Jヴィレッジ http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1568

27 10/24 日 13:00 ソニー vs 鈴鹿 めぐみA http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=296

28 10/31 日 13:00 ソニー vs 高知 めぐみB http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=296

29 11/3 水祝 vs 試合なし

30 11/6 土 13:00 ソニー vs ヴェルスパ大分 めぐみB http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=296

31 11/14 日 13:00 Mioびわこ vs ソニー 東近江 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=237

32 11/23 火祝 13:00 ソニー vs マルヤス Qスタ http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=520

33 11/27 土 13:00 枚方 vs ソニー 枚方 http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=1723

34 12/5 日 13:00 ソニー vs 奈良 めぐみB http://www.jfl.or.jp/jfl-pc/view/s.php?a=296
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