
Yリーグ2部B日程表 2020年度
主審 変更箇所 検討箇所

節 月　　日 時間 時間 時間

4月12日 10:00 城北 - 山本 山中Ｂ 酒西 10:00 日大Ｂ - 米工 米中Ｂ 東海Ｂ

（日） 12:00 山中Ｂ - 酒西 城北 山本 12:00 米中Ｂ - 東海Ｂ 日大Ｂ 米工

4月19日 10:00 山中Ｂ - 山本 城北 酒西 10:00 米中Ｂ - 米工 日大Ｂ 東海Ｂ

（日） 12:00 城北 - 酒西 山中Ｂ 山本 12:00 日大Ｂ - 東海Ｂ 米中Ｂ 米工

10:00 山中Ｂ - 東海Ｂ 城北 米工 10:00 日大Ｂ - 山本 米中Ｂ 酒西

12:00 城北 - 米工 山中Ｂ 東海Ｂ 12:00 米中Ｂ - 酒西 日大Ｂ 山本

4月29日 10:00 城北 - 東海Ｂ 日大Ｂ 酒西 10:00 山中Ｂ - 米工 米中Ｂ 山本

（水） 12:00 日大Ｂ - 酒西 城北 東海Ｂ 12:00 米中Ｂ - 山本 山中Ｂ 米工

5月17日 10:00 山中Ｂ - 日大Ｂ 東海Ｂ 山本 10:00 城北 - 米中Ｂ 米工 酒西

（日） 12:00 東海Ｂ - 山本 山中Ｂ 日大Ｂ 12:00 米工 - 酒西 城北 米中Ｂ

5月24日 10:00 山中Ｂ - 米中Ｂ 東海Ｂ 酒西 10:00 米工 - 山本 城北 日大Ｂ

（日） 12:00 東海Ｂ - 酒西 山中Ｂ 米中Ｂ 12:00 城北 - 日大Ｂ 米工 山本

10:00 城北 - 山中Ｂ 酒西 山本 10:00 東海Ｂ - 米工 日大Ｂ 米中Ｂ

12:00 酒西 - 山本 城北 山中Ｂ 12:00 日大Ｂ - 米中Ｂ 東海Ｂ 米工

6月27日 10:00 日大Ｂ - 米工 Ｙ２Ａ Ｙ２Ａ 14:00 城北 - 山本 山中Ｂ 酒西 14:00 Ｙ２Ａ Ｙ２Ａ 米中Ｂ 東海Ｂ

（土） 12:00 米中Ｂ - 東海Ｂ 日大Ｂ 米工 16:00 山中Ｂ - 酒西 城北 山本

7月5日 10:00 山中Ｂ - 山本 城北 酒西 10:00 米中Ｂ - 米工 日大Ｂ 東海Ｂ

（日） 12:00 城北 - 酒西 山中Ｂ 山本 12:00 日大Ｂ - 東海Ｂ 米中Ｂ 米工

7月12日 10:00 山中Ｂ - 東海Ｂ 日大Ｂ 山本 10:00 城北 - 米工 米中Ｂ 酒西

（日） 12:00 日大Ｂ - 山本 山中Ｂ 東海Ｂ 12:00 米中Ｂ - 酒西 城北 米工

7月18日 10:00 城北 - 東海Ｂ 日大Ｂ 酒西 14:00 山中Ｂ - 米工 米中Ｂ 山本

（土） 12:00 日大Ｂ - 酒西 城北 東海Ｂ 16:00 米中Ｂ - 山本 山中Ｂ 米工

7月24日 10:00 山中Ｂ - 日大Ｂ 米工 酒西 14:00 城北 - 米中Ｂ 東海Ｂ 山本

（金） 12:00 米工 - 酒西 山中Ｂ 日大Ｂ 16:00 東海Ｂ - 山本 城北 米中Ｂ

8月30日 10:00 山中Ｂ - 米中Ｂ 山中B 米中B 10:00 米工 - 山本 米工 山本 10:00 城北 日大B

（日） 12:00 東海Ｂ - 酒西 東海B 酒西 12:00 Y3Aの試合　日大C対米工B

9月21日 10:00 酒西 - 山本 酒西 山本 10:00 日大Ｂ - 米中Ｂ 日大B 米中B 10:00 城北 山中B 城北 山中B

（月） 時間未定 東海Ｂ - 米工 東海Ｂ 米工 12:00 Y3Aの試合 12:00 Y3Aの試合

10:00 - 0 0 10:00 - 0 0

12:00 - 0 0 12:00 - 0 0

帯同審判会場 帯同審判 会場 帯同審判 会場

4

日大山形 米沢工業

1

山形中央 米沢工業

2

山形中央 米沢工業

3

４月２５日
（土）

４月２６日
（日）

4/25山形中央 4/26日大山形

8

第２運動場 光ヶ丘 第２運動広場（Ｙ２Ａ）

5

山形中央 米沢工業

6

山形中央 米沢工業

7

６月１３日
（土）

６月１４日
（日）

6/14山形中央 6/13米沢工業

9

山形中央 米沢工業

10

山形中央 米沢工業

11

第２運動広場

12

山形市球技場

13

山形中央 米沢工業 上山明新館

14

山形中央

予備

場所未定 日大山形

１～１２節 中止 

酒田西ー山本 中止 

米工ー山本 中止 


