
１部リーグ

節 日 曜日 開始時間 大学 大学 主管 主会場 予備会場

13:00 仙台大 対 秋田大 仙台大 仙台大学人工芝サッカー場

11:00 岩手大 対 学院大 富士大 富士大学人工芝サッカー場

13:00 八戸大 対 東北大 八戸大 八戸市南郷区陸上競技場

13:30 富士大 対 山大医 富士大 富士大学人工芝サッカー場

13:00 福島大 対 山形大 山形大 山形県総合運動公園第二運動広場（人工芝）

9:30 仙台大 対 山大医 山大医 山形県総合運動公園第二運動広場（人工芝）

11:30 福島大 対 学院大 福島大 山形県総合運動公園第二運動広場（人工芝）

13:00 八戸大 対 山形大 八戸大 八戸市南郷区陸上競技場

11:00 富士大 対 秋田大 岩手大

13:30 岩手大 対 東北大 岩手大

11:00 仙台大 対 山形大 仙台大

13:30 東北大 対 山大医 東北大

13:00 富士大 対 学院大 学院大 富士大学人工芝サッカー場

11:00 岩手大 対 秋田大 秋田大

13:30 八戸大 対 福島大 秋田大

11:00 富士大 対 山形大 富士大

13:30 岩手大 対 福島大 富士大

11:00 八戸大 対 山大医 山大医 山形県総合運動公園第二運動広場（人工芝）

11:00 東北大 対 秋田大 秋田大 秋田市スポーツパークかわべ 秋田大

9月30日 日 14:00 仙台大 対 学院大 学院大 松島フットボールセンター人工芝 同左

11:00 仙台大 対 東北大 仙台大 仙台大学人工芝サッカー場

13:00 富士大 対 福島大 富士大 富士大学人工芝サッカー場

13:00 岩手大 対 山形大 岩手大 花巻スポーツキャンプ村Ａコート

11:00 八戸大 対 秋田大 八戸大 八戸市南郷区陸上競技場

13:30 学院大 対 山大医 学院大 仙台大学人工芝サッカー場

13:00 仙台大 対 福島大 仙台大 仙台大学人工芝サッカー場

11:00 富士大 対 東北大 富士大

13:30 八戸大 対 学院大 富士大

11:00 岩手大 対 山大医 山大医 山大医

13:30 山形大 対 秋田大 山形大 山形大

11:00 仙台大 対 八戸大 八戸大 八戸市南郷区陸上競技場

14:00 福島大 対 秋田大 福島大 仙台市泉サッカー場人工芝

13:00 富士大 対 岩手大 岩手大 岩手県営運動公園陸上競技場 岩手大

11:00 東北大 対 学院大 東北大 宮城県サッカー場Ｂ 同左

13:00 山形大 対 山大医 山形大 蔵王坊平アスリートビレッジ　蔵王グリーングラウンド 山形大

11:00 仙台大 対 岩手大 岩手大 岩手大

13:30 富士大 対 八戸大 岩手大 富士大

11:00 東北大 対 山形大 東北大 東北大

13:30 福島大 対 山大医 山大医 山大医

13:00 学院大 対 秋田大 秋田大 横手市大森多目的広場 秋田大

11:00 福島大 対 東北大 東北大 東北大

13:30 仙台大 対 富士大 仙台大 仙台大

11:00 学院大 対 山形大 学院大

13:30 岩手大 対 八戸大 学院大

11:00 山大医 対 秋田大 秋田大 横手市大森多目的広場 秋田大

２０１２年　1部リーグ日程

１部１節

9月8日 土 同左

9月9日 日 同左

１部２節

9月15日 土 同左

9月16日 日 盛岡南公園球技場Ｂ 富士大

１部３節 9月22日 土

仙台大学人工芝サッカー場
同左

横手市大森多目的広場 秋田大

１部４節
9月29日 土

富士大学人工芝サッカー場
同左

１部５節 10月13日 土 同左

１部６節

10月20日 土 同左
富士大学人工芝サッカー場

10月21日 日 山形県総合運動公園サッカー場（天然芝）

１部７節

10月27日 土 同左

10月28日 日

１部８節 11月3日 土

岩手県営運動公園陸上競技場

宮城県サッカー場Ａ

１部９節 11月10日 土

宮城県サッカー場Ａ

宮城県サッカー場Ｂ 学院大



2部Aリーグ

節 日 曜日 開始時間 大学 大学 主管 主会場 予備会場

11：00 弘前大 対 秋県大 秋県大

13：30 ノース大 対 北里獣 ノース大

14：00 盛岡大 対 八工大 盛岡大 岩手フットボールセンター

14：00 青中大 対 秋県大 青中大 青森市スポーツ公園多目的広場 同左

11：00 盛岡大 対 北里獣 北里獣

13：30 ノース大 対 八工大 八工大

11：00 青中大 対 八工大 八工大

13：30 弘前大 対 北里獣 北里獣

13：30 ノース大 対 秋県大 ノース大秋田市スポーツパークかわべ 秋田大

11：00 弘前大 対 八工大 弘前大

13：30 青中大 対 北里獣 青中大

13：00 盛岡大 対 秋県大 秋県大 美郷町大台野広場

13：30 弘前大 対 盛岡大 弘前大 八戸市南郷区陸上競技場

14：00 青中大 対 ノース大青中大 青森市スポーツ公園サッカー場

10月14日 日 13：00 八工大 対 秋県大 秋県大 大森多目的広場（横手市） 同左

10月20日 土 13：00 北里獣 対 秋県大 北里獣 五戸町ひばり野公園サッカー場 同左

14：00 青中大 対 盛岡大 盛岡大 岩手フットボールセンター

13：00 弘前大 対 ノース大弘前大 岩木山総合運動公園

10月27日 土 13：30 北里獣 対 八工大 八工大 八戸市南郷区陸上競技場 同左

13：00 青中大 対 弘前大 弘前大 岩木山総合運動公園

13：00 盛岡大 対 ノース大ノース大大森多目的広場（横手市）

節 日 曜日 開始時間 大学 大学 主管 主会場 予備会場

13:30 学院工 対 東国大 学院工

15:30 東工大 対 日大工 日大工

11:00 東工大 対 東国大 東工大

13:30 学院工 対 尚絅大 学院工

11:00 福祉大 対 尚絅大 福祉大

13:30 宮教大 対 日大工 宮教大

10:00 宮教大 対 尚絅大 宮教大

12:00 福祉大 対 日大工 福祉大

11:00 宮教大 対 東国大 東国大

13:30 学院工 対 日大工 日大工

11:00 福祉大 対 東国大 東国大

13:30 東工大 対 尚絅大 尚絅大

10:00 宮教大 対 東工大 宮教大

12:00 福祉大 対 学院工 福祉大

14:00 東国大 対 尚絅大 尚絅大

10:00 東国大 対 日大工 日大工

12:00 福祉大 対 東工大 東工大

10月28日 日 13:30 宮教大 対 学院工 学院工 宮城県サッカー場Ｂ 同左

10:00 宮教大 対 福祉大 宮教大

12:00 学院工 対 東工大 東工大

２０１２年　2部Aリーグ日程

２部A１節 9月16日 日
大森多目的広場（横手市）

同左

２部A２節 9月22日 土
五戸町ひばり野公園サッカー場人工芝 同左

２部A３節 9月29日 土
高森山多目的運動場人工芝 同左

２部A４節 10月7日 日
岩木山総合運動公園

同左

２部A５節
10月13日 土 同左

２部A６節
10月21日 日 同左

２部A７節
10月28日 日 同左

２０１２年　2部Bリーグ日程

２部Ｂリーグ

２部B２節 9月15日 土 山形県総合運動公園第二運動広場（人工芝） 同左

２部B１節 9月17日 月 松島フットボールセンター人工芝 同左

２部B３節 9月23日 日 仙台大学人工芝サッカー場 同左

２部B５節 10月6日 土 松島フットボールセンター人工芝 同左

２部B４節 9月30日 日 松島フットボールセンター人工芝 同左

２部B８節
10月27日 土 仙台市泉サッカー場人工芝 同左

２部B６節 10月14日 日 仙台大学人工芝サッカー場 同左

２部B９節 11月3日 土 仙台市泉サッカー場人工芝 同左

２部B７節 10月20日 土 宮城県サッカー場Ｃ（人工芝） 同左



14:00 尚絅大 対 日大工 尚絅大

２部B９節 11月3日 土 仙台市泉サッカー場人工芝 同左


