
日付 時間 主管校 試合会場 予備会場

富士大 対 東北大 11:00 東北大 宮城県サッカー場B 東北学院大学泉キャンパス H A 主管

岩手大 対 福島大 13:30 東北大 宮城県サッカー場B 東北学院大学泉キャンパス 仙台 ６ ３ ６

八戸大 対 山形大 11:00 八戸大 八戸市東運動公園陸上競技場 八戸大学グランド 学院 ７ ２ ８

学院大 対 青中大 13:30 青中大 八戸市東運動公園陸上競技場 八戸大学グランド 八戸 ６ ３ ５

仙台大 対 福祉大 13:00 仙台大 仙台大学サッカー・ラグビー場 仙台大学サッカー・ラグビー場 岩手 ２ ７ ２

富士 6 3 6

学院大 対 福祉大 11:00 学院大 宮城県グランディ２１補助陸上競技場 東北学院大学泉キャンパス 福島 ０ ９ ０

岩手大 対 東北大 13:30 東北大 宮城県グランディ２１補助陸上競技場 東北学院大学泉キャンパス 山形 ４ ５ 4

富士大 対 山形大 13:00 富士大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場 東北 ６ ３ ４

仙台大 対 青中大 11:00 仙台大 宮城県サッカー場B 仙台大学サッカー・ラグビー場 青中 ５ ４ ４

八戸大 対 福島大 13:30 仙台大 宮城県サッカー場B 仙台大学サッカー・ラグビー場 福祉 ６ ３ ５

八戸大 対 福祉大 13:00 八戸大 八戸市東運動公園陸上競技場 八戸大学グランド
岩手大 対 富士大 11:00 岩手大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場
福島大 対 青中大 13:30 富士大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場
学院大 対 山形大 11:00 学院大 宮城県グランディ２１補助陸上競技場 仙台大学サッカー・ラグビー場
仙台大 対 東北大 13:30 仙台大 宮城県グランディ２１補助陸上競技場 仙台大学サッカー・ラグビー場

岩手大 対 青中大 13:00 青中大 青森市スポーツ会館 青森中央学院大学グランド
八戸大 対 富士大 11:00 富士大 盛岡南公園球技場 富士大学人工芝サッカー場
仙台大 対 山形大 11:00 山形大 山形県総合運動公園第２運動広場 山形県総合運動公園第２運動広場
学院大 対 東北大 11:00 学院大 宮城県グランディ２１補助陸上競技場 東北学院大学泉キャンパス
福島大 対 福祉大 13:30 福祉大 宮城県グランディ２１補助陸上競技場 東北学院大学泉キャンパス

学院大 対 富士大 13:00 学院大 宮城県大和町ダイナヒルズ 東北学院大学泉キャンパス
八戸大 対 東北大 11:00 八戸大 八戸市南郷区陸上競技場 八戸大学グランド
山形大 対 青中大 13:30 青中大 八戸市南郷区陸上競技場 八戸大学グランド
岩手大 対 福祉大 13:00 岩手大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場
仙台大 対 福島大 13:00 仙台大 仙台大学サッカー・ラグビー場 仙台大学サッカー・ラグビー場

八戸大 対 青中大 11:00 八戸大 八戸市南郷区陸上競技場 八戸大学グランド
仙台大 対 富士大 13:30 富士大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場
東北大 対 福祉大 11:00 福祉大 宮城県サッカー場B 東北学院大学泉キャンパス
学院大 対 福島大 13:30 学院大 宮城県サッカー場B 東北学院大学泉キャンパス
岩手大 対 山形大 13:00 山形大 山形県総合運動公園第２運動広場 山形県総合運動公園第２運動広場

学院大 対 八戸大 11:00 八戸大 八戸市南郷区陸上競技場 八戸大学グランド
東北大 対 青中大 13:00 青中大 青森市スポーツ会館 青森中央学院大学グランド
富士大 対 福祉大 11:00 富士大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場
仙台大 対 岩手大 14:00 仙台大 仙台大学サッカー・ラグビー場 仙台大学サッカー・ラグビー場
福島大 対 山形大 11:00 山形大 山形県総合運動公園サッカー場 山形大学グランド

仙台大 対 八戸大 11:00 八戸大 八戸市南郷区陸上競技場 八戸大学グランド
富士大 対 青中大 11:00 富士大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場
学院大 対 岩手大 13:00 学院大 宮城県大和町ダイナヒルズ 東北学院大学泉キャンパス
福島大 対 東北大 11:00 東北大 宮城県サッカー場B 東北学院大学泉キャンパス
山形大 対 福祉大 13:30 福祉大 宮城県サッカー場B 東北学院大学泉キャンパス

富士大 対 福島大 11:00 学院大 宮城県サッカー場A 仙台大学サッカー・ラグビー場
仙台大 対 学院大 13:30 学院大 宮城県サッカー場A 仙台大学サッカー・ラグビー場
青中大 対 福祉大 11:00 福祉大 宮城県サッカー場B 東北学院大学泉キャンパス
八戸大 対 岩手大 13:30 福祉大 宮城県サッカー場B 東北学院大学泉キャンパス
山形大 対 東北大 13:00 山形大 山形県総合運動公園第２運動広場 山形県総合運動公園第２運動広場
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日付 時間 主管校 試合会場 予備会場

秋田大 対 八工大 13:00 秋田大 秋田県男鹿マリンパーク球技場秋田県男鹿マリンパーク球技場 H A
北里獣 対 盛岡大 11:00 盛岡大 花巻スポーツキャンプむらB 富士大学人工芝サッカー場 ノース ６ ３
ノース大 対 北里水 13:30 北里水 花巻スポーツキャンプむらB 富士大学人工芝サッカー場 秋田 ８ １
弘前大 対 岩県大 11:00 弘前大 岩木青少年スポーツセンター 岩木青少年スポーツセンター 北獣 ７ ２

中止 秋県大 対 青森大 13:30 青森大 岩木青少年スポーツセンター 岩木青少年スポーツセンター 弘前 ６ ３
秋県 ５ ４

中止 弘前大 対 青森大 11:00 弘前大 岩木山総合運動公園 岩木山総合運動公園 岩県 ３ ６
時間変更 北里獣 対 岩県大 13:00 北里獣 岩木山総合運動公園 岩木山総合運動公園 盛岡 ６ ３

ノース大 対 八工大 13:00 ノース大秋田県男鹿マリンパーク球技場秋田県男鹿マリンパーク球技場青森 ６ ３
秋県大 対 盛岡大 11:00 秋県大 秋田県横手市大森町多目的広秋田県横手市大森町多目的広場八工 ５ ４
秋田大 対 北里水 13:30 秋田大 秋田県横手市大森町多目的広秋田県横手市大森町多目的広場北水 ５ ４

９月２６日（土） 中止 ノース大 対 青森大 11:00 ノース大秋田県男鹿マリンパーク球技場秋田県男鹿マリンパーク球技場
岩県大 対 八工大 11:00 八工大 八戸東運動公園陸上競技場 八戸工業大学グランド
北里獣 対 北里水 13:30 北里獣 八戸東運動公園陸上競技場 八戸工業大学グランド
秋田大 対 盛岡大 11:00 秋田大 秋田県横手市大森町多目的広秋田県横手市大森町多目的広場
弘前大 対 秋県大 13:30 秋県大 秋田県横手市大森町多目的広秋田県横手市大森町多目的広場

ノース大 対 盛岡大 13:30 盛岡大 盛岡南公園球技場 富士大学人工芝サッカー場
場所変更 岩県大 対 北里水 13:00 岩県大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場

北里獣 対 秋県大 13:00 北里獣 八戸東運動公園陸上競技場 八戸大学グランド
弘前大 対 八工大 13:00 弘前大 岩木山総合運動公園 岩木山総合運動公園

中止 秋田大 対 青森大 11:00 秋田大 秋田県西目サッカー場 秋田大学グランド

ノース大 対 岩県大 13:00 ノース大秋田県男鹿マリンパーク球技場秋田県男鹿マリンパーク球技場
盛岡大 対 八工大 11:00 盛岡大 盛岡南公園球技場 岩手大学グランド
弘前大 対 北里水 13:30 北里水 盛岡南公園球技場 岩手大学グランド

中止 北里獣 対 青森大 13:00 青森大 岩木山総合運動公園 岩木山総合運動公園
秋田大 対 秋県大 13:00 秋県大 秋田県横手市大森町多目的広秋田県横手市大森町多目的広場

北里獣 対 八工大 13:00 八工大 八戸市南郷区陸上競技場 八戸工業大学グランド
時間変更 弘前大 対 盛岡大 13:00 弘前大 岩木青少年スポーツセンター 岩木青少年スポーツセンター
中止 青森大 対 北里水 13:30 青森大 岩木青少年スポーツセンター 岩木青少年スポーツセンター

ノース大 対 秋県大 11:00 秋県大 秋田県横手市大森町多目的広秋田県横手市大森町多目的広場
秋田大 対 岩県大 13:30 秋田大 秋田県横手市大森町多目的広秋田県横手市大森町多目的広場

中止 青森大 対 八工大 13:30 八工大 八戸市南郷区陸上競技場 八戸大学グランド
時間場所変更 岩県大 対 盛岡大 11:00 岩県大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場

秋田大 対 北里獣 11:00 秋田大 秋田県スポパークかわべ 秋田大学グランド
ノース大 対 弘前大 13:30 ノース大秋田県スポパークかわべ 秋田大学グランド
秋県大 対 北里水 13:00 秋県大 秋田県横手市大森町多目的広秋田県横手市大森町多目的広場

秋県大 対 八工大 13:30 八工大 八戸市南郷区陸上競技場 八戸大学グランド
場所変更 盛岡大 対 北里水 13:30 盛岡大 富士大学人工芝サッカー場 富士大学人工芝サッカー場

ノース大 対 北里獣 13:00 北里獣 十和田市高森山総合運動公園十和田市高森山総合運動公園
中止 岩県大 対 青森大 11:00 青森大 岩木山総合運動公園 岩木山総合運動公園

時間変更 秋田大 対 弘前大 13:00 弘前大 岩木山総合運動公園 岩木山総合運動公園

北里獣 対 弘前大 13:30 北里獣 八戸市南郷区陸上競技場 八戸大学グランド
ノース大 対 秋田大 13:00 ノース大秋田県スポパークかわべ 秋田大学グランド

中止 盛岡大 対 青森大 11:00 盛岡大 盛岡南公園球技場 岩手県立大学グランド
時間場所変更 秋県大 対 岩県大 11:00 岩県大 盛岡南公園球技場 岩手県立大学グランド
時間場所変更 八工大 対 北里水 13:30 北里水 盛岡南公園球技場 岩手県立大学グランド
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日付 時間 主管校 試合会場 予備会場

宮教大 対 文化大 11:00 宮教大 宮城県名取スポーツパーク陸上競技場宮城教育大グランド Ｈ A 主管
日大工 対 石専大 13:30 石専大 宮城県名取スポーツパーク陸上競技場宮城教育大グランド 日大 ５ ２ ４
東工大 対 東国大 11:00 東工大 宮城県名取スポーツパーク陸上競技場東北工業大学グランド 山医 ２ ５ ２
山大医 対 学院工 13:30 学院工 宮城県名取スポーツパーク陸上競技場東北工業大学グランド 東工 ６ １ ５

宮教 ５ ２ ５
宮教大 対 東国大 11:00 宮教大 宮城県名取スポーツパークフットボール宮城教育大グランド 文化 ４ ３ ２
山大医 対 石専大 13:30 石専大 宮城県名取スポーツパークフットボール宮城教育大グランド 東国 ５ ２ ５
東工大 対 文化大 11:00 東工大 宮城県名取スポーツパークフットボール東北工業大学グランド 院工 ６ １ ２
日大工 対 学院工 13:30 学院工 宮城県名取スポーツパークフットボール東北工業大学グランド 石専 ５ ２ ３

日大工 対 東国大 13:00 東国大 いわき明星大学人工芝グランド 明清大学人工芝グランド
東工大 対 石専大 11:00 東工大 仙台市泉サッカー場人工芝 仙台市泉サッカー場人工芝
宮教大 対 学院工 13:30 宮教大 仙台市泉サッカー場人工芝 仙台市泉サッカー場人工芝
山大医 対 文化大 13:00 山大医 山形県総合運動公園第２運動広場 山形県総合運動公園第２運動広場

東工大 対 学院工 11:00 東工大 七ヶ浜サッカースタジアム 学院大工学部グランド
宮教大 対 石専大 13:30 宮教大 七ヶ浜サッカースタジアム 学院大工学部グランド
日大工 対 文化大 13:00 日大工 郡山西部スポーツ広場 日大工学部グランド
山大医 対 東国大 13:00 東国大 いわき明星大学人工芝グランド 明清大学人工芝グランド

山大医 対 東工大 11:00 東工大 仙台市泉サッカー場人工芝 仙台市泉サッカー場人工芝
文化大 対 石専大 13:30 文化大 仙台市泉サッカー場人工芝 仙台市泉サッカー場人工芝
日大工 対 宮教大 13:00 日大工 郡山西部スポーツ広場 日大工学部グランド
東国大 対 学院工 13:00 東国大 いわき明星大学人工芝グランド 明清大学人工芝グランド

文化大 対 学院工 12:00 文化大 仙台大学サッカー・ラグビー場 仙台大学サッカー・ラグビー場
山大医 対 宮教大 13:30 山大医 山形県総合運動公園サッカー場 山形大学
日大工 対 東工大 13:00 日大工 郡山西部サッカー場 日大工学部グランド
東国大 対 石専大 13:00 東国大 いわき明星大学人工芝グランド 明清大学人工芝グランド

東工大 対 宮教大 11:00 宮教大 宮城県サッカー場A 学院大工学部グランド
学院工 対 石専大 13:30 石専大 宮城県サッカー場A 学院大工学部グランド
日大工 対 山大医 13:00 日大工 郡山西部スポーツ広場 日大工学部グランド
文化大 対 東国大 13:00 東国大 いわき明星大学人工芝グランド 明清大学人工芝グランド
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