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第 97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 

３回戦マッチスケジュールおよびチケット販売概要 
 

第 97 回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3 回戦（７月12 日開催）のマッチスケジュール（キックオフ時間、試合会場）が

下記の通り決まりましたのでお知らせいたします。 

チケットは７月１日（土）より販売いたします。以下の通り併せてご案内いたしますので、報道関係の皆様におかれましては、

一般への告知にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

－ 記 － 

◆第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ３回戦 マッチスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ベンチはメインスタンドからピッチに向かっての位置となります。 

◆第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ３回戦 チケット販売概要 

チケット販売開始日時：     ７月１日（土） 午前 10：00 より 

【注】 ３回戦のみの販売です。 

ラウンド 16（４回戦）以降のチケット販売に関する情報は、３回戦終了後に発表いたします。 
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マッチNo. 試合日 キックオフ 会場 略称

鹿島アントラーズ vs. モンテディオ山形
[右] [ベンチ] [左]

いわきＦＣ vs. 清水エスパルス
[右] [ベンチ] [左]

柏レイソル vs. 大分トリニータ
[右] [ベンチ] [左]

ＡＣ長野パルセイロ vs. ファジアーノ岡山
[左] [ベンチ] [右]

ガンバ大阪 vs. ジェフユナイテッド千葉
[右] [ベンチ] [左]

ジュビロ磐田 vs. 湘南ベルマーレ
[右] [ベンチ] [左]

大宮アルディージャ vs. 愛媛ＦＣ
[左] [ベンチ] [右]

筑波大学 vs. アビスパ福岡
[左] [ベンチ] [右]

浦和レッズ vs. ロアッソ熊本
[左] [ベンチ] [右]

アルビレックス新潟 vs. セレッソ大阪
[左] [ベンチ] [右]

ヴィッセル神戸 vs. ツエーゲン金沢
[右] [ベンチ] [左]

横浜Ｆ・マリノス vs. アスルクラロ沼津
[左] [ベンチ] [右]

川崎フロンターレ vs. ザスパクサツ群馬
[右] [ベンチ] [左]

ヴァンラーレ八戸 vs. 名古屋グランパス
[右] [ベンチ] [左]

サンフレッチェ広島 vs. ＦＣ岐阜
[右] [ベンチ] [左]

サガン鳥栖 vs. 松本山雅ＦＣ
[左] [ベンチ] [右]

対戦カード

【57】 ７月12日（水） 19:00 NDソフトスタジアム山形

【58】 ７月12日（水） 19:00 ＩＡＩスタジアム日本平

【59】 ７月12日（水） 19:00 大分銀行ドーム

【60】 ７月12日（水） 19:00 長野Ｕスタジアム

【61】 ７月12日（水） 19:00 フクダ電子アリーナ

【62】 ７月12日（水） 19:00 Shonan BMWスタジアム平塚

【63】 ７月12日（水） 19:00 ニンジニアスタジアム

【64】 ７月12日（水） 19:30 ケーズデンキスタジアム水戸

【65】 ７月12日（水） 19:00 浦和駒場スタジアム

【66】 ７月12日（水） 19:00 デンカビッグスワンスタジアム

【67】 ７月12日（水） 19:00 石川県西部緑地公園陸上競技場 石川西部

ニッパツ

【70】 ７月12日（水） 19:00 パロマ瑞穂スタジアム

【68】 ７月12日（水） 19:00 ニッパツ三ツ沢球技場

【69】 ７月12日（水） 19:00 正田醤油スタジアム群馬 正田スタ

パロ瑞穂

BMWス

ニンスタ

Ｋｓスタ

浦和駒場

デンカＳ

NDスタ

アイスタ

大銀ド

長野Ｕ

フクアリ

長良川

松本【72】 ７月12日（水） 19:00 松本平広域公園総合球技場アルウィン

【71】 ７月12日（水） 19:00 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
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チケットに関するお問合わせ先：     ハローダイヤル ０３－５７７７－８６００（8:00～22:00、年中無休） 

※一般向けのお問合わせ先を掲載される場合は、上記番号をご案内願います。 

チケット料金： 

※上記金額には消費税が含まれます。 

※前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。 

※会場によって指定席は、「ゾーン指定（ゾーン内自由席）」となる場合があります。 
 

チケット販売場所： ※チケット販売場所によっては、一部取扱いのない試合がありますのでご注意ください。 

＜チケットＪＦＡ＞     インターネット http://ticket.jfa.or.jp （パソコン・スマホ共通） 

 お問合わせ先  http://ticket.jfa.or.jp （パソコン・スマホ共通） 

＜Ｊリーグチケット＞       インターネット  http://jleague-ticket.jp/ （パソコン・スマホ共通） 

  お問合わせ先 http://jleague-ticket.jp/ （パソコン・スマホ共通）  

＜チケットぴあ＞ インターネット  http://pia.jp/t/（パソコン・スマホ・モバイル共通） 

 店頭販売 ぴあ店舗、セブン-イレブン、サークル K・サンクス 

 電話予約 0570-02-9999（24 時間受付） 

 お問合わせ先 0570-02-9111（10:00～18:00） 

＜ローソンチケット＞ インターネット http://l-tike.com/sports/emperorscup/（パソコン・モバイル共通） 

 店頭販売 ローソンチケット取扱プレイガイド及び全国のローソン・ミニストップ Loppi 

 電話予約 0570-000-732（10:00～20:00）※スポーツ専用オペレーターダイヤル 

 お問合わせ先 0570-000-777（10:00～20:00） 

＜CN プレイガイド＞ インターネット 「ＣＮ」で検索後、サイト内「天皇杯」で検索しお申し込みください。 

 http://www.cnplayguide.com/ten97/（パソコン・モバイル共通） 

 店頭販売 セブン-イレブン（店内マルチコピー機の「セブンチケット」より 24 時間購入可能） 

  ※チケット代金のみで購入可能。  

              ファミリーマート（店内 Fami ポートより各日 6:00～翌 1:30 購入可能） 

 電話予約 0570-08-9999（10:00～18:00、オペレーター対応） 

 ※団体申込もご相談を承ります。 

 お問合わせ先 0570-08-9999（10:00～18:00、オペレーター対応） 

＜e+（イープラス）＞ インターネット http://eplus.jp/soccer/ （パソコン・モバイル共通） 

 店頭販売 ファミリーマート（発売初日 10:00 より、24 時間直接購入可能） 

 ※毎月第１・第３木曜日 1:25～8:00 はメンテナンスのため購入不可 

以上 

〔本件に関するお問い合わせ先〕    

公益財団法人日本サッカー協会  広報グループ  TEL. ０３－３８３０－１８０７ 

 券種 
指定席 自由席 

SS S SA 一般 高校生 小中学生 

３回戦 
前売り \4,700 \3,600 \2,600 \1,600 \1,100 \900 

当日 \5,700 \4,600 \3,600 \2,100 \1,600 \1,100 

http://ticket.jfa.or.jp/

