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LINK::: https://sports-zone-tv.com/j1-league/ 

明治安田生命J1リーグ 直近の日程結果：Jリーグ 

Jリーグ公式サイト：Jリーグ試合速報、ニュースリリース、日程結果、順位など、JリーグとJク

ラブの情報をご覧いただけます。 

明治安田生命J1リーグ 順位表：Jリーグ.jp 

ACL出場チームプレーオフ出場圏J2降格枠. 勝 分 負. ※試合中の順位表は公式記録が発表される

までの暫定記録となります。 ※1位クラブはAFCチャンピオンズリーグ2020本大会（グループス

テージ）より、2、3位クラブはプレーオフより出場 ※天皇杯優勝 

含まれない: ライブ 

https://sports-zone-tv.com/j1-league/
https://gola-jole-mas-dora-streaming.blogspot.com/2019/06/fujitv.html


Jリーグ全試合独占中継 - DAZN 

明治安田生命J1、J2、J3リーグのリーグ戦全試合をライブ中継するのはDAZNだけ。 新たに「フ

ライデーナイトJリーグ」として金曜開催も開始され益々盛り上がるJリーグ。 DAZNでは、マル

チ画面で複数試合を同時に見られるJゾーンや、20台のカメラを駆使した 

Jリーグ公式チャンネル - YouTube 

Jリーグ関連の動画をアップします。 2年ぶりに開催される「明治安田生命Jリーグワールドチャ

レンジ2019」は、J1リーグ2連覇中の川崎Fとイングリッシュ・プレミアリーグ5回の優勝を誇る

チェルシーFCが激突！世界の猛者を打ち破れるか。 7/19(金) 19時00 

J1リーグ 2019 ライブスコア、試合結果、 サッカー 日本 - フラッシュスコア 

J1リーグ 2019 フラッシュスコアのライブスコアは、ライブスコア、試合結果、J1リーグ 順位表

、そして試合内容の詳細（ゴールした選手、レッドカード等）の情報を提供します。 

DAZN ダゾーン (@DAZN_JPN) | Twitter 

第8節以降首位を快走するリーグ最少失点のFC東京がリーグトップの得点力で首位を追う2位横

浜FMとの首位決戦に臨む ＜Twitterライブ＞ 明治安田J1. ウイニングイレブン PES LEAGUE×DAZN 

「Players of the Week」明治安田J1 第16節. 0 replies 

【J1】Jリーグ試合速報・結果・日程・順位｜速報！サッカーEG Jリーグ・日本 

J1-Jリーグの試合速報＆結果、日程から最新情報をお届け。｢速報！サッカーEG｣は国内唯一の

サッカー新聞「ELGOLAZO エルゴラッソ」を中心としたサッカ―情報サイト. 

名古屋グランパス公式サイト 

J1 season Ranking. LATEST 2019.6.22. 6位大分. 7位名古屋. 8位広島. more · 明治安田. アカデミーセ

レクション2020」実施のお知らせ · アカデミー · 2019.06.12. ファンクラブ特典「来場ピンバッジ

」配布について【パロマ瑞穂スタジアムJリーグ開催試合】. 

Jリーグ - J1順位表 - スポーツナビ - Yahoo! JAPAN 

2019 J1順位表ページです。各チームの順位や勝点、得失点差など、最新のJリーグ順位情報を随

時更新してお届けします。スポーツ総合サイト、スポーツナビ(スポナビ)のJリーグページです

。 

含まれない: ライブ 

横浜F・マリノス 

サッカー Jリーグ 「横浜F・マリノス」公式サイトです。最新のニュース、試合情報、所属選手

・スタッフ紹介やチケット/グッズ購入、スタジアムへの 北海道コンサドーレ札幌. 明治安田生

命J1リーグ 第18節. 2019/07/06 [Sat] 19:00. ニッパツ三ツ沢球技場 

Jリーグのニュース | サッカーキング 



平畠啓史と解説陣がJリーグを「深く」、「熱く」徹底議論。『平畠会議』が特別無料LIVE配信

を実施!! スカパー！がJ1リーグ開催節の日曜夜9時から放送しているスカサカ！人気番組『平畠

会議』が“緊急分科会”を開催！ J1第17節終了後の6月30日（日）夜10時···. 

サッカー｜チケットぴあ［チケット情報・販売・購入・予約］ 

FC東京対ガンバ大阪 明治安田生命J1リーグ. 2019/7/7(日). 試合当日7/7(日)は『ぴあ Day』を開催

。七夕をモチーフにした七夕限定フットボールシャツを来場者先着2万名にプレゼント。 七夕

限定フットボールシャツ. お気に入りに登録する 

インターネット中継・TV放送 - ヴィッセル神戸 試合/練習 

2019 明治安田生命J1リーグ インターネット中継・TV放送. （＊赤色背景はホームゲーム）. 節. 

開催日. 対戦相手. スタジアム. 詳細. 試合情報. 第17節. 6/30 （日）. 名古屋グランパス 名古屋. ノ

エスタ. 18:00～: DAZN: 解説：柱谷幸一 実況：西岡明彦 リポーター： 

J.LEAGUE（Jリーグ） - LINE LIVE（ラインライブ）| 国内最大級のライブ配信 

無料でJ.LEAGUE（Jリーグ）の動画が楽しめるライブ配信サービス｢LINE LIVE(ラインライブ)｣ 明

治安田生命J1リーグ第16節 全試合ハイライト. J.LEAGUE（Jリーグ）; 83,869; 1,642; 29. Scan me! 

この動画はLINE公式アカウントを友だち追加すると 

2018年のJ1リーグ - Wikipedia 

部分ブロックに関する方針改訂が6月1日に行われました（詳細）。 2018年のJ1リーグ. 出典: フ

リー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』. ナビゲーションに移動 検索に移動. 本記事に加

筆をする際は出典を忘れないでください。 出典の提示時には記事名のほか 

試合数: 306 シーズン: 2018 

ゴール数: 813 (1試合平均2.66) ACL 2019出場: 川崎フロンターレ 

含まれない: ライブ 

明治安田生命J1リーグ ニュース、結果、移籍情報 | Goal 

Goal.com提供 明治安田生命J1リーグ の最新ニュース、順位表、日程、試合速報など. 

2019シーズンのJ1リーグ毎節1試合を無料視聴！ DAZNがTwitterライブで 

2019/02/22 - DAZN（ダゾーン）は、2019シーズンの明治安田生命J1リーグ毎節1試合を日本国内 

において、公式Twitter(@DAZN_JPN)アカウントで生配信する。 

サガン鳥栖 [公式] オフィシャルサイト 

6/30(日). 試合. 明治安田生命J1リーグ第17節 19:30 清水@駅スタ 【6月29日(土)18:00発表】6/30(

日)『2019明治安田生命J1リーグ』第17節 サガン鳥栖vs清水エスパルス 大雨予報に伴う試合開催

可否判断についてNew · サガン鳥栖U-18試合結果(6/29) 

DAZN、TwitterでJ1リーグ公式戦をフルマッチで無料ライブ配信 / Screens 



2018/06/29 - イギリスを拠点とし、スポーツのライブストリーミングサービス「DAZN」を運営

するPerform Groupは20日、Twitter社とのパートナーシップ契約のもと、明治安田生命J1リーグ

、ならびに各欧州リーグ戦、カップ戦… 

ガンバ大阪オフィシャルサイト 

19.6.28[パートナー]. 6/29（土）明治安田生命J1 第17節 松本戦「道頓堀くくる」が出店のお知ら

せ プレビュー］倉田・三浦が語るJ1第17節 vs 松本 ― 鬼門突破へ！松本山雅の堅守を. G大阪. G

大阪. 明治安田生命J1リーグ第19節 7.13(土) 19:00 パナスタ. 

北海道コンサドーレ札幌オフィシャルサイト | HOKKAIDO CONSADOLE 

ライブを観るならDAZNで！ 2019JリーグYBCルヴァンカップ 北海道コンサドーレ札幌 22年ぶり

にプライムステージ進出決定！ ニュース 2019年6月21日 2019年6月28日. 2019 明治安田生命J1リ

ーグ 第17節 ベガルタ仙台戦(6月30日)をご観戦の皆様へ. 

国内外サッカーコンテンツ Twitterライブ配信決定 明治安田生命J1リーグ 

2018/02/20 - DAZNのプレスリリース（2018年2月20日 15時00分）国内外サッカーコンテンツ 

Twitterライブ配信決定 明治安田生命J1リーグ／欧州リーグ戦・カップ戦より毎週1試合 DAZNと

GoalのTwitterアカウント上にてフルマッチ動画を生配信. 

大分トリニータ公式サイト 

大分県大分市を本拠地とする、日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）加盟のプロサッカークラブ

「大分トリニータ」の公式サイトです。 ボランティア募集 · フォトギャラリー. 最新試合情報. 

明治安田生命J1リーグ第16節 6月22日(土)18:00. ＠ノエビアスタジアム神戸 

ジュビロ磐田 Jubilo IWATA 

明治安田生命J1リーグ 第17節 vs. 川崎フロンターレ(ヤマハ/19:00) · クラブ事務所、ジュビロ会

員 6/30(日)「高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ 2019 EAST」 第8節 ジュビロ磐田U-18 vs. 

清水エスパルスユースについて · 2019 6/29. チーム. 7/3(水) 

Jリーグ公式サイト「Liveトラッキング」に新コンテンツを追加いたします 

2016/07/01 - 2016明治安田生命J1リーグにおいて毎節1試合実施しております「Liveトラッキング

」に2ndステージより新コンテンツを追加いたします。 これまで掲載していたトラッキングデ

ータ（走行距離やスプリント回数、トップスピード等）に加え、試合詳細 

J1の移籍、新加入、戦力外、引退情報一覧 - サッカーライブ速報 : 日刊 

5 日前 - J1の移籍、新加入、戦力外、引退情報一覧.. J1仙台にブラジル出身FWジオゴアコスタ「

全力尽くす」 [6月28日 14:36]; 日本代表森保ジャパンは1次リーグ敗退 南米選手権程と結果 [6月

28日 13:14]; J1関根貴大「新たな気持ちで全力で 

川崎フロンターレ公式サイト 



7/7（日）明治安田生命J1リーグ第18節サガン鳥栖戦の試合前、今年は… 川崎フロンターレ」; 

6/28（金）: TOKYO FM「TOKYO SPORTS GOOD フロンターレ・リクエスト」; 6/30（日）: 【DAZN

で見よう】J1 第17節「川崎 ファン感「オリジナルグッズ付きファン感LIVEシート」販売のお知

らせ · 「プレミアムLIVE」「3階BOX」「グランピング風♪パーティー」 

松本山雅FC 

2019 明治安田生命 J1リーグ第17節. 6月29日(土) 18:00 サンプロ アルウィン. HOME. 松本山雅FC. 1 

- 3. 試合詳細. gamba_l2.png. ガンバ大阪. エプソン 松本山雅FC 月間MVP投票フォーム （応募締切

：2019/07/01 18:00） 

2019シーズンのJ1リーグ毎節1試合を無料視聴！ DAZNがTwitterライブで 

2019/02/23 - DAZN／Twitter. スポーツ・チャンネル『DAZN（ダゾーン）』が、2019シーズンの

明治安田生命J1リーグ毎節1試合を日本国内において、公式Twitter(@DAZN_JPN)アカウントで生

配信する。 2018シーズンに引き続き、DAZNはTwitterとの 

J1リーグ J1 ライブに関連する検索キーワード 

jリーグ ライブ youtube 
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