
節 日
甲府商業 vs 日本航空
帝京第三 vs 甲府東
山梨学院B vs VF甲府B
日大明誠 vs 笛吹
韮崎 vs 駿台甲府

帝京第三 vs VF甲府B
甲府商業 vs 笛吹
韮崎 vs 日本航空

山梨学院B vs 甲府東
日大明誠 vs 駿台甲府
帝京第三 vs 笛吹
韮崎 vs 甲府商業

日本航空 vs VF甲府B
山梨学院B vs 駿台甲府
日大明誠 vs 甲府東
山梨学院B vs 笛吹
韮崎 vs VF甲府B

日大明誠 vs 日本航空
帝京第三 vs 駿台甲府
甲府商業 vs 甲府東
帝京第三 vs 日本航空
日大明誠 vs VF甲府B
山梨学院B vs 甲府商業
駿台甲府 vs 笛吹
韮崎 vs 甲府東

帝京第三 vs 甲府商業
笛吹 vs 甲府東

山梨学院B vs 日本航空
日大明誠 vs 韮崎
駿台甲府 vs VF甲府B
山梨学院B vs 日大明誠
甲府商業 vs VF甲府B
日本航空 vs 笛吹
駿台甲府 vs 甲府東
帝京第三 vs 韮崎
甲府商業 vs 駿台甲府
帝京第三 vs 日大明誠
山梨学院B vs 韮崎
日本航空 vs 甲府東
笛吹 vs VF甲府B

帝京第三 vs 山梨学院B
韮崎 vs 笛吹

VF甲府B vs 甲府東
日本航空 vs 駿台甲府
日大明誠 vs 甲府商業
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高円宮杯　ＪＦＡ　Ｕ－１８サッカーリーグ　２０２２山梨（１部）　前期
対戦相手
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節 日
日本航空 vs 甲府商業
VF甲府B vs 山梨学院B
笛吹 vs 日大明誠

駿台甲府 vs 韮崎
甲府東 vs 帝京第三
VF甲府B vs 帝京第三
甲府東 vs 山梨学院B
駿台甲府 vs 日大明誠
日本航空 vs 韮崎
笛吹 vs 甲府商業
笛吹 vs 帝京第三

VF甲府B vs 日本航空
甲府東 vs 日大明誠
駿台甲府 vs 山梨学院B
甲府商業 vs 韮崎
駿台甲府 vs 帝京第三
笛吹 vs 山梨学院B
甲府東 vs 甲府商業
日本航空 vs 日大明誠
VF甲府B vs 韮崎
日本航空 vs 帝京第三
甲府東 vs 韮崎
甲府商業 vs 山梨学院B
VF甲府B vs 日大明誠
笛吹 vs 駿台甲府

日本航空 vs 山梨学院B
韮崎 vs 日大明誠

甲府商業 vs 帝京第三
甲府東 vs 笛吹
VF甲府B vs 駿台甲府
日大明誠 vs 山梨学院B
甲府東 vs 駿台甲府
笛吹 vs 日本航空
韮崎 vs 帝京第三

VF甲府B vs 甲府商業
甲府東 vs 日本航空
駿台甲府 vs 甲府商業
日大明誠 vs 帝京第三
韮崎 vs 山梨学院B

VF甲府B vs 笛吹
甲府商業 vs 日大明誠
山梨学院B vs 帝京第三
笛吹 vs 韮崎

駿台甲府 vs 日本航空
甲府東 vs VF甲府B
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高円宮杯　ＪＦＡ　Ｕ－１８サッカーリーグ　２０２２山梨（１部）　後期
対戦相手
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