
Yリーグ３部A日程表 2021年度
主管 主審 変更箇所

節 月　　日 時間 時間

未定 - 城北B 米中C 10:30 鶴東B - 光　陵 酒田東 神　室

13:00 城北B - 米中C 0 0 13:00 酒田東 - 神　室 鶴東B 光　陵

未定 9:30 神　室 - 東海C 鶴東B 米中C 13:30 酒田東 - 新庄北 城北B 光　陵

11:30 鶴東B - 米中C 神　室 東海C 15:30 城北B - 光　陵 酒田東 新庄北

未定 9:30 米中C - 東海C 鶴東B 神　室 13:30 酒田東 - 光　陵 城北B 新庄北

11:30 鶴東B - 神　室 米中C 東海C 15:30 城北B - 新庄北 酒田東 光　陵

5/15㈯ 10:30 城北B - 神　室 新庄北 東海C 当該 酒田東 - 米中C

12:30 新庄北 - 東海C 城北B 神　室 鶴東B - 新庄北

5/23㈰ 9:30 城北B - 鶴東B 光　陵 米中C 13:30 酒田東 - 東海C 新庄北 神　室

11:30 光　陵 - 米中C 城北B 鶴東B 15:30 新庄北 - 神　室 酒田東 東海C

6/13㈰ 9:30 城北B - 東海C 光　陵 神　室 13:30 酒田東 - 鶴東B 新庄北 米中C

11:30 光　陵 - 神　室 城北B 東海C 15:30 新庄北 - 米中C 酒田東 鶴東B

6/20㈰

または 10:30 新庄北 - 光　陵 城北B 酒田東 10:30 鶴東B - 東海C 米中C 神　室

6/26㈯ 13:00 城北B - 酒田東 新庄北 光　陵 13:00 米中C - 神　室 鶴東B 東海C

7/10㈯

または 10:30 城北B - 神　室 酒田東 米中C 10:30 鶴東B - 新庄北 光　陵 東海C

7/11㈰ 13:00 酒田東 - 米中C 城北B 神　室 13:00 光　陵 - 東海C 鶴東B 新庄北

7/18㈰ 10:30 新庄北 - 東海C 城北B 米中C 10:30 鶴東B - 光　陵 酒田東 神　室

13:00 城北B - 米中C 新庄北 東海C 13:00 酒田東 - 神　室 鶴東B 光　陵

7/22㈭

または 10:30 鶴東B - 米中C 神　室 東海C 10:30 城北B - 光　陵 酒田東 新庄北

7/24㈯ 13:00 神　室 - 東海C 鶴東B 米中C 13:00 酒田東 - 新庄北 城北B 光　陵

8/21㈯ 10:30 新庄北 - 光　陵 城北B 酒田東 10:30 鶴東B - 東海C 米中C 神　室

13:00 城北B - 酒田東 新庄北 光　陵 13:00 米中C - 神　室 鶴東B 東海C

8/28㈯

または 10:30 酒田東 - 光　陵 城北B 新庄北 10:30 米中C - 東海C 鶴東B 神　室

8/29㈰ 13:00 城北B - 新庄北 酒田東 光　陵 13:00 鶴東B - 神　室 米中C 東海C

9/18㈯ 10:30 城北B - 鶴東B 酒田東 東海C 10:30 光　陵 - 米中C 新庄北 神　室

13:00 酒田東 - 東海C 城北B 鶴東B 13:00 新庄北 - 神　室 光　陵 米中C

9/20㈪ 10:30 光　陵 - 神　室 城北B 東海C 10:30 新庄北 - 米中C 酒田東 鶴東B

13:00 城北B - 東海C 光　陵 神　室 13:00 酒田東 - 鶴東B 新庄北 米中C

10:30 - 0 0 10:30 - 0 0

13:00 - 0 0 13:00 - 0 0

会場 帯同審判 会場 帯同審判

1

4/10㈯　　　東海大学山形 4/11㈰　　酒田光陵
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6/20㈰　　酒田光陵 6/26㈯　東海大学山形

8

7/10㈯　　新庄神室産業 7/11㈰　　新庄北

9

東海大学山形 酒田光陵

10

7/２２㈭　　八幡運動公園人工芝 7/24㈯　　酒田光陵

新庄神室産業 新庄北

11

酒田光陵 東海大学山形

12

8/28㈯　　酒田光陵 8/29㈰　　東海大学山形

20210505現在

鮭川多目的運動広場（人工芝）　主管：新庄北 延期試合

予備

東根人工芝

東根人工芝

東根人工芝

東根人工芝

13

鶴岡東 酒田光陵

14



検討箇所

時間

当該 光陵 - 東海C

-

帯同審判会場

延期試合


