
2018年度

主審 3D 2018/3/19 現在

節 月日 時間 会場

1 4/14(土) 10:00 東根G 山形学院1 - 創学館 村山産業1 高畠

1 4/14(土) 12:00 東根G 村山産業1 - 高畠 山形学院1 創学館

1 4/15(日) 10:00 東根G 東桜学館1 - 山形明正Ｂ 庄内合同1 山本学園Ｂ

3D1 4/15(日) 12:00 東根G 庄内合同1 - 山本学園Ｂ 東桜学館1 山形明正Ｂ

3D6 4/21(土) 10:00 東根G 米沢商業1 - 山形明正Ｃ 村山産業 創学館1

2 4/21(土) 12:00 東根G 村山産業 - 創学館1 米沢商業1 山形明正Ｃ

2 4/22(日) 10:00 東根G 山形学院 - 高畠1 ⻑井⼯業1 山形明正Ｂ

2 4/22(日) 12:00 東根G ⻑井⼯業1 - 山形明正Ｂ 山形学院 高畠1

3 4/29(日) 10:00 東根G 東桜学館 - 創学館1 神室産業 山形明正Ｃ1

3D3 4/29(日) 12:00 東根G 神室産業 - 山形明正Ｃ1 東桜学館 創学館1

3 4/30(月) 10:00 東根G ⻑井⼯業 - 高畠1 山形学院1 山形明正Ｂ

3 4/30(月) 12:00 東根G 山形学院1 - 山形明正Ｂ ⻑井⼯業 高畠1

3D4 6/9(土) 10:00 南陽G 南陽 - 山本学園Ｂ1 東桜学館 高畠1

4 6/9(土) 12:00 南陽G 東桜学館 - 高畠1 南陽 山本学園Ｂ1

4 6/9(土) 10:00 村山⾦⾕G ⻑井⼯業1 - 創学館 村山産業1 山形明正Ｂ

4 6/9(土) 12:00 村山⾦⾕G 村山産業1 - 山形明正Ｂ ⻑井⼯業1 創学館

5 6/16(土) 10:00 ⻑井G ⻑井⼯業 - 山形学院1 高畠 山形明正Ｂ1

5 6/16(土) 12:00 ⻑井G 高畠 - 山形明正Ｂ1 ⻑井⼯業 山形学院1

5 6/16(土) 10:00 神室産業G 東桜学館 - 村山産業1 庄内合同 神室産業1

3D14 6/16(土) 12:00 神室産業G 庄内合同 - 神室産業1 東桜学館 村山産業1

12 6/23(土) 10:00 東根G 東桜学館1 - 村山産業 ⻑井⼯業1 山形学院

12 6/23(土) 12:00 東根G 高畠1 - 山形明正Ｂ 東桜学館1 村山産業

12 6/23(土) 14:00 東根G ⻑井⼯業1 - 山形学院 高畠1 山形明正Ｂ

9 7/7(土) 10:00 高畠G 山形学院1 - 高畠 村山産業 創学館1

9 7/7(土) 12:00 高畠G 村山産業 - 創学館1 山形学院1 高畠

9 7/8(日) 10:00 南陽G ⻑井⼯業 - 山形明正Ｂ1 南陽 庄内合同1

3D12 7/8(日) 12:00 南陽G 南陽 - 庄内合同1 ⻑井⼯業 山形明正Ｂ1

帯同審判

Yリーグ3部C（3部D含む）日程表
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8 7/14(土) 10:00 東根G 東桜学館 - 山形明正Ｂ1 村山産業1 高畠

8 7/14(土) 12:00 東根G 山形学院 - 創学館1 東桜学館 山形明正Ｂ1

8 7/14(土) 14:00 東根G 村山産業1 - 高畠 山形学院 創学館1

11 7/16(月) 10:00 東根G 村山産業 - 山形明正Ｂ1 ⻑井⼯業1 創学館

11 7/16(月) 12:00 東根G 東桜学館 - 高畠1 村山産業 山形明正Ｂ1

11 7/16(月) 14:00 東根G ⻑井⼯業1 - 創学館 東桜学館 高畠1

6 8/18(土) 10:00 東根G 東桜学館 - 山形学院1 神室産業1 山本学園Ｂ

3D2 8/18(土) 12:00 東根G 神室産業1 - 山本学園Ｂ 東桜学館 山形学院1

6 7/21(土) 10:00 村山⾦⾕G ⻑井⼯業 - 村山産業1 創学館 山形明正Ｂ1

6 7/21(土) 12:00 村山⾦⾕G 創学館 - 山形明正Ｂ1 ⻑井⼯業 村山産業1

7 7/28(土) 10:00 ⻑井G ⻑井⼯業 - 東桜学館1 創学館 高畠1

7 7/28(土) 12:00 ⻑井G 創学館 - 高畠1 ⻑井⼯業 東桜学館1

3D9 7/28(土) 10:00 神室産業G 神室産業1 - 山本学園Ｂ 村山産業1 山形学院

7 7/28(土) 12:00 神室産業G 村山産業1 - 山形学院 神室産業1 山本学園Ｂ

14 8/10(⾦) 10:00 東根G 村山産業 - 山形学院1 ⻑井⼯業 東桜学館1

14 8/10(⾦) 12:00 東根G 創学館1 - 高畠 村山産業 山形学院1

14 8/10(⾦) 14:00 東根G ⻑井⼯業 - 東桜学館1 創学館1 高畠

3D10 9/15(土) 10:00 神室産業G 神室産業 - 山形明正Ｃ1 東桜学館1 山形学院

13 9/15(土) 12:00 神室産業G 東桜学館1 - 山形学院 神室産業 山形明正Ｃ1

13 9/16(日) 10:00 ⻑井G ⻑井⼯業1 - 村山産業 創学館1 山形明正Ｂ

13 9/16(日) 12:00 ⻑井G 創学館1 - 山形明正Ｂ ⻑井⼯業1 村山産業

10 9/22(土) 10:00 明正G 山形学院 - 山形明正Ｂ1 東桜学館1 創学館

10 9/22(土) 12:00 明正G ⻑井⼯業1 - 高畠 山形学院 山形明正Ｂ1

10 9/22(土) 14:00 明正G 東桜学館1 - 創学館 ⻑井⼯業1 高畠


