
○　神奈川県内　Jリーグ　試合予定（リーグ戦）　○
日程 日 時 Home - Away 場所

J1 第4節 4/04/土 15:00 川崎 - 名古屋 等々力

J1 第5節 4/11/土 15:00 横浜M - 神戸 ニッパツ

J2 第7節 4/11/土 16:00 湘南 - 東京V 平塚

J2 第8節 4/15/水 19:00 横浜FC - 甲府 ニッパツ

J1 第6節 4/18/土 16:00 川崎 - 大宮 等々力

J2 第9節 4/19/日 16:00 湘南 - 岐阜 平塚

J2 第10節 4/26/日 16:00 横浜FC - 札幌 ニッパツ

J1 第8節 4/29/水 13:00 川崎 - 京都 等々力

J1 第8節 4/29/水 17:00 横浜M - 磐田 日産

J2 第12節 5/02/土 13:00 湘南 - C大阪 平塚

J1 第9節 5/02/土 15:00 横浜M - 川崎 日産

J2 第12節 5/02/土 16:00 横浜FC - 徳島 ニッパツ

J2 第13節 5/05/火 17:00 湘南 - 愛媛 平塚

J2 第14節 5/10/日 16:00 横浜FC - 栃木 ニッパツ

J1 第12節 5/16/土 15:00 川崎 - 磐田 等々力

J1 第12節 5/16/土 19:00 横浜M - FC東京 日産

J2 第15節 5/17/日 16:00 湘南 - 草津 平塚

J2 第16節 5/20/水 19:00 横浜FC - 岐阜 ニッパツ

J2 第17節 5/23/土 13:00 湘南 - 富山 平塚

J2 第19節 6/03/水 19:00 湘南 - 熊本 平塚

J2 第19節 6/03/水 19:00 横浜FC - 福岡 ニッパツ

J2 第21節 6/14/日 16:00 横浜FC - 岡山 ニッパツ

J1 第14節 6/20/土 15:00 川崎 - 大分 等々力

J1 第14節 6/21/日 14:00 横浜M - 浦和 日産

J2 第22節 6/21/日 16:00 湘南 - 札幌 平塚

J2 第24節 6/27/土 19:00 横浜FC - 草津 ニッパツ

J1 第15節 6/28/日 14:00 横浜M - 日産

J2 第24節 6/28/日 16:00 湘南 - 栃木 平塚

J1 第10節 7/01/水 19:00 川崎 - G大阪 等々力

J2 第25節 7/05/日 18:00 横浜FC - 湘南 ニッパツ

J1 第16節 7/05/日 19:00 川崎 - 鹿島 等々力

J2 第26節 7/08/水 19:00 湘南 - 甲府 平塚

J1 第17節 7/11/土 19:00 横浜M - 山形 ニッパツ

J2 第27節 7/12/日 18:00 横浜FC - 水戸 ニッパツ

J1 第18節 7/18/土 18:00 川崎 - 神戸 等々力

J1 第18節 7/18/土 19:00 横浜M - 新潟 日産

J2 第28節 7/19/日 19:00 湘南 - 福岡 平塚

J2 第29節 7/22/水 19:00 横浜FC - 鳥栖 ニッパツ

J2 第30節 7/26/日 18:00 横浜FC - 東京V ニッパツ

J2 第30節 7/26/日 19:00 湘南 - 徳島 平塚

2009/3/11　現在



○　神奈川県内　Jリーグ　試合予定（リーグ戦）　○
日程 日 時 Home - Away 場所

J1 第20節 8/01/土 19:00 川崎 - FC東京 等々力

J1 第20節 8/01/土 19:00 横浜M - 京都 日産

J2 第32節 8/05/水 19:00 湘南 - 水戸 平塚

J2 第32節 8/05/水 19:00 横浜FC - 仙台 ニッパツ

J2 第33節 8/09/日 19:00 湘南 - 鳥栖 平塚

J2 第34節 8/16/日 18:00 横浜FC - C大阪 ニッパツ

J1 第22節 8/19/水 19:30 横浜M - 大宮 ニッパツ

J2 第35節 8/23/日 18:00 湘南 - 仙台 平塚

J1 第23節 8/23/日 19:00 川崎 - 山形 等々力

J1 第24節 8/29/土 19:00 横浜M - 千葉 ニッパツ

J2 第36節 8/30/日 18:00 横浜FC - 徳島 ニッパツ

J1 第24節 8/30/日 19:00 川崎 - 清水 等々力

J2 第37節 9/02/水 未定 湘南 - 栃木 平塚

J2 第38節 9/06/日 (未定) 横浜FC - 水戸 ニッパツ

J2 第39節 9/13/日 未定 湘南 - 横浜FC 平塚

J1 第26節 9/19/土 － 横浜M - 鹿島 日産

J1 第26節 9/19/土 未定 川崎 - 浦和 等々力

J2 第40節 9/20/日 (未定) 横浜FC - 東京V ニッパツ

J2 第41節 9/23/水 未定 湘南 - 愛媛 平塚

J2 第42節 9/27/日 (未定) 横浜FC - 富山 ニッパツ

J2 第43節 10/03/土 未定 湘南 - 岡山 未定

J2 第43節 10/04/日 (未定) 横浜FC - 草津 ニッパツ

J1 第28節 10/04/日 未定 川崎 - 横浜M 等々力

J2 第44節 10/07/水 未定 湘南 - 徳島 平塚

J1 第29節 10/17/土 － 横浜M - 名古屋 日産

J2 第46節 10/21/水 未定 湘南 - 鳥栖 平塚

J1 第30節 10/24/土 未定 川崎 - 広島 等々力

J1 第31節 11/08/日 － 横浜M - 大分 日産

J1 第31節 11/08/日 未定 川崎 - 千葉 等々力

J2 第48節 11/08/日 未定 湘南 - 東京V 平塚

J2 第49節 11/22/日 (未定) 横浜FC - 栃木 未定

J1 第33節 11/28/土 未定 川崎 - 新潟 等々力

J1 第33節 11/29/日 － 横浜M - 清水 日産

J2 第50節 11/29/日 未定 湘南 - 草津 平塚

J2 第51節 12/05/土 (未定) 横浜FC - 福岡 日産
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