
節 日
VF甲府 vs 笛吹
日本航空 vs 甲府商業
韮崎 vs 日大明誠

帝京第三 vs 山梨学院B
４/４（日） 東海大甲府 vs 駿台甲府

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

４/１８（日） 日大明誠 vs 山梨学院B
東海大甲府B vs 山梨学院C
帝京第三 vs 甲府商業
日本航空 vs 日大明誠
VF甲府 vs 駿台甲府
東海大甲府 vs 山梨学院B
日本航空 vs 山梨学院B
駿台甲府 vs 甲府商業
東海大甲府 vs 笛吹
VF甲府 vs 日大明誠
帝京第三 vs 韮崎
甲府商業 vs 笛吹
帝京第三 vs 日大明誠
日本航空 vs 東海大甲府
駿台甲府 vs 山梨学院B

６/２７（日） VF甲府 vs 韮崎
帝京第三 vs 日本航空
VF甲府 vs 東海大甲府
駿台甲府 vs 笛吹
韮崎 vs 山梨学院B

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

第９節 ７/２２（木）

第６節
６/２６（土）

第７節 ７/３（土）

第８節 ７/１７（土）

第３節
４/１７（土）

第４節 ５/８(土）

第５節 ５/２２（土）

高円宮杯　ＪＦＡ　Ｕ－１８サッカーリーグ　２０２１山梨（１部）　前期

対戦相手

第１節
４/３（土）

第２節
４/１０（土）

４/１１（日）



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

山梨学院B vs VF甲府
笛吹 vs 帝京第三

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

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

山梨学院B vs 日本航空
甲府商業 vs 駿台甲府
笛吹 vs 東海大甲府

日大明誠 vs VF甲府
韮崎 vs VF甲府
笛吹 vs 甲府商業

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

山梨学院B vs 韮崎
東海大甲府 vs 帝京第三
駿台甲府 vs 韮崎
日本航空 vs VF甲府
笛吹 vs 日大明誠

山梨学院B vs 甲府商業
帝京第三 vs VF甲府
韮崎 vs 日本航空

甲府商業 vs 東海大甲府
駿台甲府 vs 日大明誠
笛吹 vs 山梨学院B

第１７節 １１/２７（土）

第１８節 １２／４（土）

第１４節 ９/２０（月）

第１５節 １１/１３（土）

第１６節 １１/２０（土）

第１１節 ９/４(土）

第１２節 ９/１１（土）

第１３節 ９/１８（土）

高円宮杯　ＪＦＡ　Ｕ－１８サッカーリーグ　２０２１山梨（１部）　後期

対戦相手

第１０節 ８/２８(土）


