
Yリーグ３部Ｄブロック　日程表　new ver.5(8.27) 2020年度

主幹校 主審 変更箇所 検討箇所

節 月　　日 時間 時間 時間

4月11日(土)

10:00 庄内合同 - 鶴岡中央 山形明正Ｄ 羽黒Ｃ 10:00 山形城北Ｃ - 米沢東 主審依頼 城北／米東

12:00 山形明正Ｄ - 羽黒Ｃ 庄内合同 鶴岡中央

4月18日(土)

10:00 鶴岡中央 - 山形明正Ｄ 庄内合同 羽黒Ｃ 10:00 米沢東 - 創学館 （九里学園） （山形明正Ｃ）

12:00 庄内合同 - 羽黒Ｃ 鶴岡中央 山形明正Ｄ 12:00 （九里学園） - （山形明正Ｃ） 米沢東 創学館

4月25日(土)

10:00 創学館 - 羽黒Ｃ 山形城北Ｃ 鶴岡中央 10:00 庄内合同 - 米沢東 （長井工業） （九里学園）

12:00 山形城北Ｃ - 鶴岡中央 創学館 羽黒Ｃ 12:00 （長井工業） - （九里学園） 庄内合同 米沢東

5月16日(土)

10:00 鶴岡中央 - 創学館 山形城北Ｃ 羽黒Ｃ 10:00 米沢東 - 山形明正Ｄ （長井） （九里学園）

12:00 山形城北Ｃ - 羽黒Ｃ 鶴岡中央 創学館 12:00 （長井） - （九里学園） 米沢東 山形明正Ｄ

5月23日(土)

10:00 庄内合同 - 創学館 米沢東 羽黒Ｃ 10:00 （長井） - （長井工業） 山形城北Ｃ 山形明正Ｄ

12:00 米沢東 - 羽黒Ｃ 庄内合同 創学館 12:00 山形城北Ｃ - 山形明正Ｄ （長井） （長井工業）

6月13日(土)

10:00 鶴岡中央 - 羽黒Ｃ 庄内合同 山形明正Ｄ 14:00 庄内合同 - 山形明正Ｄ 山形城北Ｃ 創学館

12:00 山形城北Ｃ - 創学館 鶴岡中央 羽黒Ｃ -

6月20日(土)

10:00 鶴岡中央 - 米沢東 山形城北Ｃ 庄内合同 10:00 （長井工業） - （山形明正Ｃ） 創学館 山形明正Ｄ

12:00 山形城北Ｃ - 庄内合同 鶴岡中央 米沢東 12:00 創学館 - 山形明正Ｄ （長井工業） （山形明正Ｃ）

6月27日(土)

10:00 山形城北Ｃ - 鶴岡中央 創学館 羽黒Ｃ 14:00 創学館 - 羽黒Ｃ 庄内合同 米沢東

12:00 庄内合同 - 米沢東 山形城北Ｃ 鶴岡中央 -

7月4日(土）

10:00 庄内合同 - 創学館 山形城北Ｃ 山形明正Ｄ 14:00 山形城北Ｃ - 山形明正Ｄ 米沢東 羽黒Ｃ

12:00 米沢東 - 羽黒Ｃ 庄内合同 創学館 -

7月11日(土)

10:00 鶴岡中央 - 創学館 山形城北Ｃ 羽黒Ｃ 10:00 米沢東 - 山形明正Ｄ （九里学園） （山形明正Ｃ）

12:00 山形城北Ｃ - 羽黒Ｃ 鶴岡中央 創学館 12:00 （九里学園） - （山形明正Ｃ） 米沢東 山形明正Ｄ

7月18日(土)

10:00 山形城北Ｃ - 米沢東 山形明正Ｄ 羽黒Ｃ 14:00 山形明正Ｄ - 羽黒Ｃ 庄内合同 鶴岡中央

12:00 庄内合同 - 鶴岡中央 山形城北Ｃ 米沢東 -

8月29日(土)

10:00 鶴岡中央 - 羽黒Ｃ 鶴岡中央 羽黒Ｃ 12:00 山形城北Ｃ - 創学館 山形城北Ｃ 創学館

12:00 庄内合同 - 山形明正Ｄ 庄内合同 山形明正Ｄ -

9月20日(日)

10:00 鶴岡中央 - 山形明正Ｄ 鶴岡中央 山形明正Ｄ

12:00 庄内合同 - 羽黒Ｃ 庄内合同 羽黒Ｃ

9月22日(火・祝)

10:00 創学館 - 山形明正Ｄ 創学館 山形明正Ｄ

12:00 山形城北Ｃ - 庄内合同 山形城北Ｃ 庄内合同

14

東根人工芝

12

鶴岡中央高校G 東海大山形G

13

鶴岡中央高校Ｇ

10

鶴岡中央高校Ｇ 松川河川敷（Ｙ３Ｃと合同開催）

11

松川河川敷 松川河川敷

8

鶴岡中央高校Ｇ 鶴岡中央高校Ｇ

9

羽黒高校Ｇ 羽黒高校Ｇ

2

鶴岡中央高校Ｇ 松川河川敷（Ｙ３Ｃと合同開催）

鶴岡中央高校Ｇ 松川河川敷

1

会場 帯同審判帯同審判

鶴岡中央高校Ｇ 松川河川敷（Ｙ３Ｃと合同開催）

会場

庄内町八幡スポーツ公園人工芝 4/26(日)　松川河川敷（Ｙ３Ｃと合同開催）

会場 帯同審判

3

7

松川河川敷 松川河川敷（Ｙ３Ｃと合同開催）

6

鶴岡中央高校Ｇ 鶴岡中央高校Ｇ

5

羽黒高校Ｇ

4

長井生涯学習プラザ芝生広場（Ｙ３Ｃと合同開催）


