第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会 入場券に関する問い合わせ先
回戦
ﾏｯﾁNo. 日時 ｷｯｸｵﾌ 都道府県
略称
会場
【1】
9/14 13:00
京都府
太陽が丘 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
【2】
9/14 13:00 和歌山県 紀三井寺 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場
【3】
9/14 13:00
岐阜県
長良川球 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ
【4】
9/13 13:00
三重県
鈴鹿
三重県営鈴鹿スポーツガーデン
【5】
9/13 17:00
福井県 福井テクノ テクノポート福井スタジアム
新発田市五十公野（いじみの）公園陸上競技場
【6】
9/14 13:00
新潟県
新発田陸
グリーンスタジアムしばた
【7】
9/13 13:00
岡山県
桃太郎
岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム
【8】
9/14 13:00
広島県
福山
福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場
【9】
9/13 13:00
兵庫県
三木陸
三木総合防災公園陸上競技場
【10】 9/13 19:00
石川県
金沢
石川県西部緑地公園陸上競技場
【11】 9/14 13:00
茨城県
日立
日立市民運動公園陸上競技場
【12】
9/14
13:00
山梨県
韮崎中央
韮崎中央公園陸上競技場
1回戦
【13】 9/13 13:00
北海道
札幌厚別 札幌市厚別公園競技場
【14】 9/14 13:00
福島県 Jヴィレッジ Jヴィレッジスタジアム
【15】 9/14 13:00
佐賀県
佐賀陸
佐賀県総合運動場陸上競技場
【16】 9/14 13:00
熊本県
熊本県
熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING)
【17】 9/14 14:00
長崎県
長崎
長崎県立総合運動公園陸上競技場
【18】 9/14 13:00
福岡県
レベスタ レベルファイブスタジアム
【19】 9/13 13:00
徳島県
徳島球
徳島市球技場
【20】 9/13 13:00
香川県
香川サ
香川県営サッカー・ラグビー場
【21】 9/14 13:00
栃木県
栃木G
栃木県グリーンスタジアム
【22】 9/14 13:00
群馬県
群馬サ
群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
【23】 9/13 13:00
秋田県
秋田陸
秋田市八橋運動公園陸上競技場
【24】 9/14 13:00
岩手県
盛岡南
盛岡南公園球技場
【25】 9/21 13:00
京都府
太陽が丘 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
【26】 9/21 13:00
愛知県
名古屋港 名古屋市港サッカー場
【27】 9/20 13:00
福井県 福井テクノ テクノポート福井スタジアム
【28】 9/20 13:00
岡山県
桃太郎
岡山県陸上競技場 桃太郎スタジアム
【29】 9/21 13:00
兵庫県
加古川
加古川運動公園陸上競技場
【30】 9/20 13:00
茨城県
笠松
笠松運動公園陸上競技場
2回戦
【31】 9/21 13:00
北海道
札幌厚別 札幌市厚別公園競技場
【32】 9/21 13:00
佐賀県
ベアスタ ベストアメニティスタジアム
【33】 9/20 13:00
長崎県
長崎
長崎県立総合運動公園陸上競技場
【34】 9/20 13:00
徳島県
徳島球
徳島市球技場
【35】 9/21 13:00
栃木県
栃木市
栃木市総合運動公園陸上競技場
【36】 9/20 13:00
秋田県
秋田陸
秋田市八橋運動公園陸上競技場
【37】 10/12 13:00
愛媛県
ニンスタ ニンジニアスタジアム
【38】 10/12 13:00
佐賀県
佐賀陸
佐賀県総合運動場陸上競技場
【39】 10/12 19:00 神奈川県
平塚
平塚競技場
【40】 10/12 13:00
山梨県
山梨小瀬 山梨小瀬スポーツ公園陸上競技場
【41】 10/12 13:00
栃木県
栃木G
栃木県グリーンスタジアム
【42】 10/12 13:00
富山県
富山
富山県総合運動公園陸上競技場
【43】 10/12 13:00
大阪府
長居S
大阪長居スタジアム
3回戦
【44】 10/12 13:00
徳島県
鳴門大塚 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
【45】 10/12 13:00 神奈川県 ニッパ球 ニッパツ三ツ沢球技場
【46】 10/12 13:00
宮城県
ユアスタ ユアテックスタジアム仙台
【47】 10/12 13:00
群馬県
群馬サ
群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
【48】 10/12 13:00
福岡県
レベスタ レベルファイブスタジアム
【49】 10/12 13:00
山形県
NDスタ
NDスタジアム山形
【50】 10/12 13:00
秋田県
秋田陸
秋田市八橋運動公園陸上競技場
【51】 11/3 13:00
埼玉県
駒場
さいたま市駒場スタジアム
【52】 11/2 13:00 神奈川県 ニッパ球 ニッパツ三ツ沢球技場
【53】 11/2 13:00
大分県
九石ド
九州石油ドーム
【54】 11/2 13:00
兵庫県
ホムスタ ホームズスタジアム神戸
【55】 11/3 13:00
大阪府
万博
万博記念競技場
【56】 11/2 13:00
静岡県
ヤマハ
ヤマハスタジアム（磐田）
【57】 11/2 13:00
愛知県
豊田S
豊田スタジアム
【58】 11/2 13:00
埼玉県
NACK
NACK5スタジアム大宮
4回戦
【59】 11/2 13:00
茨城県
カシマ
茨城県立カシマサッカースタジアム
【60】 11/2 13:00
静岡県
日本平
日本平スタジアム
【61】 11/2 13:00
新潟県
東北電ス 東北電力ビックスワンスタジアム
【62】 11/3 13:00
東京都
味スタ
味の素スタジアム
【63】 11/2 13:00
千葉県
柏の葉
柏の葉公園総合競技場
【64】 11/2 13:00
京都府
西京極
京都府西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場
【65】 11/3 13:00 神奈川県
等々力
川崎市営等々力陸上競技場
【66】 11/2 13:00
東京都
西が丘
西が丘サッカー場
【67】 11/5 13:00
香川県
丸亀
香川県立丸亀競技場
【68】 11/5 13:00
兵庫県
ホムスタ ホームズスタジアム神戸
【69】 11/5 13:00
静岡県
ヤマハ
ヤマハスタジアム（磐田）
【70】 11/5 13:00
埼玉県
NACK
NACK5スタジアム大宮
5回戦
【71】 11/5 13:00
茨城県
カシマ
茨城県立カシマサッカースタジアム
【72】 11/5 13:00
鳥取県
とりスタ とりぎんバードスタジアム
【73】 11/5 13:00
富山県
富山
富山県総合運動公園陸上競技場
【74】 11/5 13:00
長崎県
長崎
長崎県立総合運動公園陸上競技場

入場券に関する問合せ先
（社）京都府サッカー協会
（社）和歌山県サッカー協会
（財）岐阜県サッカー協会
（社）三重県サッカー協会
（社）福井県サッカー協会

08.08.15
TEL
075-211-9416
073-472-2713
058-272-4343
059-379-5207
0776-28-2990

新潟県下越地区サッカー協会

0254-27-6035

（財）岡山県サッカー協会
福山サッカー協会（神原様）
（社）兵庫県サッカー協会
（社）石川県サッカー協会
（財）茨城県サッカー協会
（社）山梨県サッカー協会
札幌地区サッカー協会 事務局
（財）福島県サッカー協会
（社）佐賀県サッカー協会
（社）熊本県サッカー協会
（社）長崎県サッカー協会
（社）福岡県サッカー協会
（社）徳島県サッカー協会
（社）香川県サッカー協会
（社）栃木県サッカー協会
（社）群馬県サッカー協会
（社）秋田県サッカー協会
（社）岩手県サッカー協会
（社）京都府サッカー協会
（財）愛知県サッカー協会
（社）福井県サッカー協会
（財）岡山県サッカー協会
（社）兵庫県サッカー協会
（財）茨城県サッカー協会
札幌地区サッカー協会 事務局
（社）佐賀県サッカー協会
（社）長崎県サッカー協会
（社）徳島県サッカー協会
（社）栃木県サッカー協会
（社）秋田県サッカー協会
（社）愛媛県サッカー協会
（社）佐賀県サッカー協会
にしきスポーツ
（社）山梨県サッカー協会
（社）栃木県サッカー協会
（社）富山県サッカー協会
（社）大阪府サッカー協会
（社）徳島県サッカー協会
（社）横浜サッカー協会
（社）宮城県サッカー協会
（社）群馬県サッカー協会
（社）福岡県サッカー協会
NPO山形県サッカー協会事務局
（社）秋田県サッカー協会
（財）埼玉県サッカー協会
（社）横浜サッカー協会
（社）大分県サッカー協会
（社）兵庫県サッカー協会
（社）大阪府サッカー協会
（財）静岡県サッカー協会 西部支部
（財）愛知県サッカー協会
（財）埼玉県サッカー協会
（財）茨城県サッカー協会
（財）静岡県サッカー協会 中東部支部
（社）新潟県サッカー協会 天皇杯事務局
（財）東京都サッカー協会
（社）千葉県サッカー協会
（社）京都府サッカー協会
川崎市サッカー協会
（財）東京都サッカー協会
（社）香川県サッカー協会
（社）兵庫県サッカー協会
（財）静岡県サッカー協会 西部支部
（財）埼玉県サッカー協会
（財）茨城県サッカー協会
（財）鳥取県サッカー協会事務局
（社）富山県サッカー協会
（社）長崎県サッカー協会

086-227-5653
084-952-2281
078-232-3540
076-218-9000
029-228-6645
055-267-8885
011-531-7553
024-991-5898
0952-33-7609
096-334-5565
095-829-3370
092-674-2900
088-655-6190
087-811-9100
028-684-6900
027-256-7258
018-896-5665
019-648-8014
075-211-9416
052-671-2020
0776-28-2990
086-227-5653
078-232-3540
029-228-6645
011-531-7553
0952-33-7609
095-829-3370
088-655-6190
028-684-6900
018-896-5665
089-990-3663
0952-33-7609
0463-22-5646
055-267-8885
028-684-6900
076-441-0403
06-6342-5288
088-655-6190
045-662-4315
022-767-7679
027-256-7258
092-674-2900
023-626-5422
018-896-5665
048-834-2002
045-662-4315
097-573-2288
078-232-3540
06-6342-5288
053-452-1100
052-671-2020
048-834-2002
029-228-6645
054-335-0010
025-268-0055
03-5772-5599
043-310-4888
075-211-9416
044-733-7655
03-5772-5599
087-811-9100
078-232-3540
053-452-1100
048-834-2002
029-228-6645
0857-51-7600
076-441-0403
095-829-3370

