
Yリーグ1部日程表 2022年度
主管 変更箇所 検討箇所

４月２０日現在

節 月　　日 時間 時間 時間

4/9(土） 10:30 東海 5 - 1 鶴東 羽黒 城北 10:30 日大 2 - 3 山中 日大 山中

13:30 羽黒 延期 城北 東海 鶴東 13:30 米中 延期 モンテB

4/16（土） 10:30 東海 3 - 2 城北 東海 城北 10:30 日大 延期 モンテB

13:30 羽黒 延期 鶴東 13:30 米中 延期 山中

4/23（土） 10:30 東海 - モンテB 羽黒 山中 10:30 米中 延期 鶴東

13:30 羽黒 - 山中 東海 モンテB 13:30 日大 延期 城北

4/29（金） 13:30 羽黒 - モンテB 東海 山中 10:30 米中 - 城北 日大 鶴東

16:00 東海 - 山中 羽黒 モンテB 13:30 日大 - 鶴東 米中 城北

5/1（日） 10:00 モンテB - 城北 東海 日大 10:30 山中 - 鶴東 羽黒 米中

13:00 東海 - 日大 モンテB 城北 13:30 羽黒 - 米中 山中 鶴東

5/14（土） 13:30 モンテB - 鶴東 山中 城北 10:00 東海 - 米中 羽黒 日大

15:30 山中 - 城北 モンテB 鶴東 12:00 羽黒 - 日大 東海 米中

10:30 米中 - 日大 東海 羽黒 10:30 山中 - モンテB 城北 鶴東

13:30 東海 - 羽黒 米中 日大 13:30 城北 - 鶴東 山中 モンテB

7/2（土） 10:30 米中 - モンテB 日大 山中 10:00 羽黒 - 城北 東海 鶴東

13:30 日大 - 山中 米中 モンテB 12:00 東海 - 鶴東 羽黒 城北

7/9（土） 10:30 東海 - 城北 羽黒 鶴東 10:30 米中 - 山中 日大 モンテB

13:30 羽黒 - 鶴東 東海 城北 13:30 日大 - モンテB 米中 山中

7/18（月） 10:00 日大 - 城北 羽黒 山中 15:00 羽黒 - 山中 米中 鶴東 東海 - モンテB

12:30 米中 - 鶴東 日大 城北 - 羽黒 山中

8/27（土） 13:30 羽黒 - モンテB 東海 山中 10:30 米中 - 城北 日大 鶴東

15:30 東海 - 山中 羽黒 モンテB 13:30 日大 - 鶴東 米中 城北

9/17（土） 16:30 モンテB - 城北 東海 日大 10:30 山中 - 鶴東 羽黒 米中

18:30 東海 - 日大 モンテB 城北 13:30 羽黒 - 米中 山中 鶴東

9/19（月） 10:30 山中 - 城北 東海 米中 10:30 モンテB - 鶴東 羽黒 日大

13:30 東海 - 米中 山中 城北 13:30 羽黒 - 日大 モンテB 鶴東

9/23（金） 13:30 山中 - モンテB 米中 日大 10:30 東海 - 羽黒 城北 鶴東

15:30 米中 - 日大 山中 モンテB 13:30 城北 - 鶴東 東海 羽黒

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

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

2

第２運動広場 東陽の里

主管２試合

会場 帯同審判 会場 帯同審判 会場 帯同審判

1

第２運動広場 山形市球技場

3

山形市球技場 米沢SF東

4

第２運動広場（PL） 山形市球技場

8

第２運動広場 光ヶ丘

5

石鳥居 八幡

6

米沢SF東（PL) 米沢SF西

7
6/25（土）
6/26（日）

6/25山形市球技場 6/26山形市球技場

9

第２運動広場 山形市球技場

10

第２運動広場 別日程

11

米沢SF東（PL) 米沢SF西

12

石鳥居（PL) 北港緑地

予備

13

米沢SF東 東陽の里

14

第２運動広場（PL) 八幡


