
Yリーグ３部A程表 2018年度
主審 変更箇所 検討箇所

節 月　　日 時間 時間 時間

4月14日

4月15日 10:00 光陵 - 城北C 東海C 米沢東 10:00 日大C - 明新館 酒田東 九里

12:00 東海C - 米沢東 光陵 城北C 12:00 酒田東 - 九里 日大C 明新館

4月21日

4月22日 10:00 酒田東 - 城北C 光陵 九里 10:00 日大C - 米沢東 東海C 明新館

12:00 光陵 - 九里 酒田東 城北C 12:00 東海C - 明新館 日大C 米沢東

4月29日

10:00 酒田東 - 明新館 光陵 米沢東 10:00 日大C - 九里 東海C 城北C

12:00 光陵 - 米沢東 酒田東 明新館 12:00 東海C - 城北C 日大C 九里

5月20日

7月16日 10:00 日大C - 城北C 東海C 九里 10:00 光陵 - 明新館 酒田東 米沢東

12:00 東海C - 九里 日大C 城北C 12:00 酒田東 - 米沢東 光陵 明新館

6月9日

6月10日 12:00 酒田東 - 東海C 光陵 日大C 10:00 米沢東 - 九里 米沢東 九里 10:00 明新館 - 城北C 明新館 城北C

10:00 光陵 - 日大C 酒田東 東海C 12:00 -

6月16日

12:00 酒田東 - 日大C 光陵 東海C 10:00 米沢東 - 城北C 明新館 九里

10:00 光陵 - 東海C 酒田東 日大C 12:00 明新館 - 九里 米沢東 城北C

6月23日

6月30日 10:00 米沢東 - 明新館 城北C 九里 10:00 酒田東 - 光陵 酒田東 光陵 10:00 日大C - 東海C 日大C 東海C

12:00 城北C - 九里 米沢東 明新館 12:00 -

7月8日

12:00 酒田東 - 九里 光陵 城北C 10:00 日大C - 明新館 東海C 米沢東

10:00 光陵 - 城北C 酒田東 九里 12:00 東海C - 米沢東 日大C 明新館

7月14日

10:00 日大C - 米沢東 酒田東 城北C 10:00 東海C - 明新館 光陵 九里

12:00 酒田東 - 城北C 日大C 米沢東 12:00 光陵 - 九里 東海C 明新館

7月21日

7月28日 10:00 日大C - 九里 東海C 城北C 10:00 酒田東 - 明新館 光陵 米沢東

12:00 東海C - 城北C 日大C 九里 12:00 光陵 - 米沢東 酒田東 明新館

8月1日

12:00 酒田東 - 米沢東 光陵 明新館 10:00 日大C - 城北C 東海C 九里

10:00 光陵 - 明新館 酒田東 米沢東 12:00 東海C - 九里 日大C 城北C

8月18日

9:00 明新館 - 城北C 酒田東 東海C 13:00 光陵 - 日大C 明新館 城北C 10:00 米沢東 - 九里 米沢東 九里

11:00 酒田東 - 東海C 光陵 日大C -

8月26日

12:00 酒田東 - 日大C 光陵 東海C 10:00 米沢東 - 城北C 明新館 九里

10:00 光陵 - 東海C 酒田東 日大C 12:00 明新館 - 九里 米沢東 城北C

9月16日

10:00 米沢東 - 明新館 城北C 九里 10:00 酒田東 - 光陵 酒田東 光陵 10:00 日大C - 東海C 日大C 東海C

12:00 城北C - 九里 米沢東 明新館
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