
Yリーグ３部　Ｂブロック　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4日(土)

4月11日(土) 15:30 酒田東 - 米沢中央Ｃ 派遣 10:00 鶴岡東Ｂ - 酒田光陵 山形城北Ｂ 神室産業 15:00 東海大山形C - 山形明正B 派遣

- 12:00 山形城北Ｂ - 神室産業 鶴岡東Ｂ 酒田光陵

4月19日(日)

10:00 酒田東 - 神室産業 山形城北Ｂ 米沢中央Ｃ 10:00 鶴岡東Ｂ - 山形明正Ｂ 東海大山形Ｃ 酒田光陵

12:00 山形城北Ｂ - 米沢中央Ｃ 酒田東 神室産業 12:00 東海大山形Ｃ - 酒田光陵 鶴岡東Ｂ 山形明正Ｂ

6月20日(土)

6月28日(日) 10:00 山形城北Ｂ - 酒田光陵 酒田東 山形明正Ｂ 10:00 鶴岡東Ｂ - 神室産業 東海大山形Ｃ 米沢中央Ｃ

12:00 酒田東 - 山形明正Ｂ 山形城北Ｂ 酒田光陵 12:00 東海大山形Ｃ - 米沢中央Ｃ 鶴岡東Ｂ 神室産業

4月25日(土)

4月29日(水) 10:00 山形城北Ｂ - 山形明正Ｂ 鶴岡東Ｂ 米沢中央Ｃ 10:00 酒田東 - 酒田光陵 東海大山形Ｃ 神室産業

12:00 鶴岡東Ｂ - 米沢中央Ｃ 山形城北Ｂ 山形明正Ｂ 12:00 東海大山形Ｃ - 神室産業 酒田東 酒田光陵

5月17日(日)

5月23日(土) 10:00 山形明正Ｂ - 神室産業 酒田光陵 米沢中央Ｃ 10:00 酒田東 - 鶴岡東Ｂ 山形城北Ｂ 東海大山形C

12:00 酒田光陵 - 米沢中央Ｃ 山形明正Ｂ 神室産業 12:00 山形城北Ｂ - 東海大山形C 酒田東 鶴岡東Ｂ

6月13日(土)

6月14日(日) 10:00 酒田光陵 - 神室産業 酒田東 東海大山形Ｃ 10:00 山形明正Ｂ - 米沢中央Ｃ 山形城北Ｂ 鶴岡東Ｂ

12:00 酒田東 - 東海大山形Ｃ 酒田光陵 神室産業 12:00 山形城北Ｂ - 鶴岡東Ｂ 山形明正Ｂ 米沢中央Ｃ

7月4日(土)

8月1日(土) 10:00 鶴岡東Ｂ - 東海大山形Ｃ 山形城北B 酒田東 10:00 山形明正Ｂ - 酒田光陵 米沢中央Ｃ 神室産業

12:00 山形城北B - 酒田東 鶴岡東Ｂ 東海大山形Ｃ 12:00 米沢中央Ｃ - 神室産業 山形明正Ｂ 酒田光陵

7月11日(土)

10:00 山形城北Ｂ - 神室産業 酒田東 米沢中央Ｃ 10:00 鶴岡東Ｂ - 酒田光陵 東海大山形Ｃ 山形明正Ｂ

12:00 酒田東 - 米沢中央Ｃ 山形城北Ｂ 神室産業 12:00 東海大山形Ｃ - 山形明正Ｂ 鶴岡東Ｂ 酒田光陵

7月18日(土)

7月19日(日) 10:00 酒田東 - 神室産業 東海大山形Ｃ 酒田光陵 10:00 鶴岡東Ｂ - 山形明正Ｂ 山形城北Ｂ 米沢中央Ｃ

12:00 東海大山形Ｃ - 酒田光陵 酒田東 神室産業 12:00 山形城北Ｂ - 米沢中央Ｃ 鶴岡東Ｂ 山形明正Ｂ

7月24日(金)

10:00 山形城北Ｂ - 酒田光陵 酒田東 山形明正Ｂ 10:00 鶴岡東Ｂ - 神室産業 東海大山形Ｃ 米沢中央Ｃ

12:00 酒田東 - 山形明正Ｂ 山形城北Ｂ 酒田光陵 12:00 東海大山形Ｃ - 米沢中央Ｃ 鶴岡東Ｂ 神室産業

7月26日(日)

10:00 山形城北Ｂ - 山形明正Ｂ 酒田東 酒田光陵 10:00 東海大山形Ｃ - 神室産業 鶴岡東Ｂ 米沢中央Ｃ

12:00 酒田東 - 酒田光陵 山形城北Ｂ 山形明正Ｂ 12:00 鶴岡東Ｂ - 米沢中央Ｃ 東海大山形Ｃ 神室産業

8月29日(土)

10:00 山形城北Ｂ - 東海大山形Ｃ 各校1名 前後半ずつ 10:00 山形明正Ｂ - 神室産業 各校1名 前後半ずつ 10:00 酒田東 - 鶴岡東B 前後半ずつ 各校1名

12:00 酒田光陵 - 米沢中央Ｃ 各校1名 前後半ずつ

9月19日(土)

9月20日(日) 11:00 山形城北Ｂ - 鶴岡東Ｂ 前後半ずつ 各校1名 10:00 酒田光陵 - 神室産業 前後半ずつ 各校1名 13:30 山形明正B - 米沢中央C 前後半ずつ 各校1名

13:00 酒田東 - 東海大山形Ｃ 各校1名 前後半ずつ

9月22日(火)

10:00 鶴岡東Ｂ - 東海大山形Ｃ 前後半ずつ 各校1名 11:00 山形明正Ｂ - 酒田光陵 派遣 各校1名 10:30 米沢中央Ｃ - 神室産業 派遣 各校1名

12:00 山形城北B - 酒田東 各校1名 前後半ずつ -

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

12:00 - 0 0 12:00 - 0 0
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7月4日(土)　東海大山形高校グラウンド 8月1日(土)　神室産業高校グラウンド
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6月14日(日)　山形明正高校グラウンド
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5月23日(土)　鶴岡東高校グラウンド5月17日(日)　山形明正高校グラウンド

6月13日(土)　酒田光陵高校グラウンド

会場 帯同審判帯同審判

4月25日(土)　山形明正高校グラウンド 4月29日(水)　酒田光陵高校グラウンド

会場

6月20日(土)　酒田光陵高校グラウンド 6月28日(日)　天童第２運動広場

会場 帯同審判

４月４日(土)　山形明正高校グラウンド
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神室産業高校グラウンド 山形明正高校グラウンド

４月１１日(土)　東陽の里グラウンド ４月１１日(土)　酒田光陵高校グラウンド
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7月18日(土)　酒田光陵高校グラウンド 7月19日(日)　鶴岡東高校グラウンド
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神室産業高校グラウンド 酒田光陵高校グラウンド

予備
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東海大山形高校グラウンド 山形明正高校グラウンド 鶴岡東高校グラウンド
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9月19日(土)　鶴岡東高校グラウンド 9月20日(日)　神室産業高校グラウンド 9月20日(日)　米沢SF
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東海大山形高校グラウンド 酒田北港緑地グラウンド 新庄神室産業高校グラウンド
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酒田光陵高校グラウンド 神室産業高校グラウンド
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山形明正高校グラウンド 鶴岡東高校グラウンド


