
Yリーグ2部Ｂ日程表 2019年度
主審 主管 変更箇所 検討箇所

4月22日現在

節 月　　日 時間 時間 時間

11:00 山商 - 米工 鶴東 興譲館 15:30 米中Ｂ - 東海Ｂ 15:30 日大B - 鶴南

13:00 鶴東 - 興譲館 山商 米工

4/20（土） 10:00 日大Ｂ - 米工 鶴東 東海Ｂ 14:00 山商 - 鶴南 米中Ｂ 興譲館

12:00 鶴東 - 東海Ｂ 日大Ｂ 米工 16:00 米中Ｂ - 興譲館 山商 鶴南

4/27（土） 11:00 鶴東 - 鶴南 10:00 日大Ｂ - 興譲館 山商 東海Ｂ 15:30 米中B - 米工

12:00 山商 - 東海Ｂ 日大Ｂ 興譲館

11:00 山商 - 興譲館 鶴東 米工 10:30 日大Ｂ - 東海Ｂ 米中Ｂ 鶴南

13:00 鶴東 - 米工 山商 興譲館 12:30 米中Ｂ - 鶴南 日大Ｂ 東海Ｂ

10:00 鶴東 - 山商 米工 興譲館 10:00 東海Ｂ - 鶴南 日大Ｂ 米中Ｂ

12:00 米工 - 興譲館 鶴東 山商 12:00 日大Ｂ - 米中Ｂ 東海Ｂ 鶴南

5/25（土） 10:00 日大Ｂ - 山商 東海Ｂ 興譲館 11:00 鶴東 - 米中Ｂ 米工 鶴南

12:00 東海Ｂ - 興譲館 日大Ｂ 山商 13:00 米工 - 鶴南 鶴東 米中Ｂ

6/15（土） 10:00 米中B - 山商 米工 東海Ｂ 11:00 鶴南 - 興譲館 鶴東 日大Ｂ

12:00 米工 - 東海Ｂ 米中B 山商 13:00 鶴東 - 日大Ｂ 鶴南 興譲館

10:00 鶴東 - 興譲館 山商 米工 10:00 日大Ｂ - 鶴南 米中Ｂ 東海Ｂ

12:00 山商 - 米工 鶴東 興譲館 12:00 米中Ｂ - 東海Ｂ 日大Ｂ 鶴南

7/7（日） 11:00 鶴東 - 鶴南 日大Ｂ 興譲館 10:00 米中Ｂ - 米工 山商 東海Ｂ

13:00 日大Ｂ - 興譲館 鶴東 鶴南 12:00 山商 - 東海Ｂ 米中Ｂ 米工

7/15（月） 10:00 日大Ｂ - 東海Ｂ 鶴東 米工 14:00 米中Ｂ - 鶴南 山商 興譲館

12:00 鶴東 - 米工 日大Ｂ 東海Ｂ 16:00 山商 - 興譲館 米中Ｂ 鶴南

10:00 日大Ｂ - 米工 米中Ｂ 興譲館 14:00 米中Ｂ - 興譲館 鶴東 東海Ｂ 11:00 山商 鶴南

12:00 鶴東 - 東海Ｂ 日大Ｂ 米工

8/24（土） 10:00 日大Ｂ - 米中Ｂ 鶴東 山商 14:00 東海Ｂ - 鶴南 米工 興譲館

12:00 鶴東 - 山商 日大Ｂ 米中Ｂ 16:00 米工 - 興譲館 東海Ｂ 鶴南

10:00 東海Ｂ - 興譲館 米工 鶴南 10:00 日大Ｂ - 山商 鶴東 米中Ｂ

12:00 米工 - 鶴南 東海Ｂ 興譲館 12:00 鶴東 - 米中Ｂ 日大Ｂ 山商

9/22（日） 10:00 鶴東 - 日大Ｂ 鶴南 興譲館 14:00 米工 - 東海Ｂ 米中Ｂ 山商

12:00 鶴南 - 興譲館 鶴東 日大Ｂ 16:00 米中Ｂ - 山商 米工 東海Ｂ
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