
節 試合日 曜日 開始時間 主管 会場 備考

11:00 １位 仙台大学 対 ８位 ノースアジア大学 仙台大学 ひとめぼれスタジアム宮城補助陸上競技場(天然芝) I-League同時開催14:00-K

14:00 ３位 富士大学 対 ６位 東北学院大学 富士大学 花巻スポーツキャンプむらＭコート(人工芝)

14:00 ４位 八戸学院大学 対 ５位 福島大学 八戸学院大学 八戸市多賀運動場(人工芝)

17:00 ２位 岩手大学 対 ７位 東北大学 岩手大学 岩手フットボールセンター(人工芝) 地区総体により開幕繰上げ

11:00 ２位 岩手大学 対 ８位 ノースアジア大学 岩手大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝)

11:00 ６位 東北学院大学 対 ４位 八戸学院大学 東北学院大学 ひとめぼれスタジアム宮城補助陸上競技場(天然芝)

13:30 ７位 東北大学 対 １位 仙台大学 東北大学 ひとめぼれスタジアム宮城補助陸上競技場(天然芝)

14:00 ３位 富士大学 対 ５位 福島大学 富士大学 いわぎんスタジアムBコート(天然芝)

10:30 ７位 東北大学 対 ４位 八戸学院大学 東北大学 松島フットボールセンターP1(人工芝)

13:00 ６位 東北学院大学 対 １位 仙台大学 東北学院大学 松島フットボールセンターP1(人工芝) I-League同時開催16:00-K

11:00 ５位 福島大学 対 ２位 岩手大学 福島大学 福島市十六沼公園サッカー場P1(人工芝)

18:00 ８位 ノースアジア大学 対 ３位 富士大学 ノースアジア大学 秋田県潟上フットボールセンター(人工芝) 6月3日確定

10:30 ４位 八戸学院大学 対 ８位 ノースアジア大学 八戸学院大学 八戸市多賀多目的運動場(人工芝)

11:00 １位 仙台大学 対 ５位 福島大学 仙台大学 仙台大学サッカー場(人工芝)

11:00 ２位 岩手大学 対 ６位 東北学院大学 岩手大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝)

13:30 ３位 富士大学 対 ７位 東北大学 富士大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝)

10:30 ２位 岩手大学 対 ３位 富士大学 岩手大学 盛岡市つなぎ多目的運動場(人工芝)

11:00 ４位 八戸学院大学 対 １位 仙台大学 八戸学院大学 十和田市高森山公園球技場(人工芝)

13:30 ５位 福島大学 対 ８位 ノースアジア大学 福島大学 福島市十六沼公園サッカー場P2(人工芝) 2部L-B/1G

15:45 ６位 東北学院大学 対 ７位 東北大学 東北大学 松島フットボールセンターP1(人工芝) 2部B-3G 

8:45 ５位 福島大学 対 ７位 東北大学 福島大学 福島県富岡町多目的広場(人工芝) 2部B-L/3G

10:00 ４位 八戸学院大学 対 ２位 岩手大学 八戸学院大学 五戸町ひばり野運動公園人工芝サッカー場 6月6日確定

10:30 ６位 東北学院大学 対 ８位 ノースアジア大学 東北学院大学 松島フットボールセンターP1(人工芝)

12:45 １位 仙台大学 対 ３位 富士大学 仙台大学 松島フットボールセンターP1(人工芝) I-League同時開催16:00-K

10:30 １位 仙台大学 対 ２位 岩手大学 仙台大学 仙台大学サッカー場(人工芝)

11:00 ３位 富士大学 対 ４位 八戸学院大学 富士大学 花巻スポーツキャンプむらAコート(天然芝)

16:30 ７位 東北大学 対 ８位 ノースアジア大学 東北大学 東北大学川内グランド

17:30 ６位 東北学院大学 対 ５位 福島大学 東北学院大学 松島フットボールセンターP2(人工芝)

予備日 9月2日 土 対 総理大臣杯全国大会期間の為

11:00 ５位 福島大学 対 ４位 八戸学院大学 福島大学 福島県富岡町多目的広場(人工芝)

11:00 ７位 東北大学 対 ２位 岩手大学 東北大学 みやぎ生協めぐみ野サッカー場Ｂコート(天然芝)

13:30 ６位 東北学院大学 対 ３位 富士大学 東北学院大学 みやぎ生協めぐみ野サッカー場Ｂコート(天然芝)

9月17日 日 14:00 ８位 ノースアジア大学 対 １位 仙台大学 ノースアジア大学 いわぎんスタジアムBコート(天然芝) 秋田県会場確保不可

予備日 9月18日 月.祝 対

10:30 ４位 八戸学院大学 対 ６位 東北学院大学 八戸学院大学 八戸市南郷区陸上競技場(天然芝)

11:00 １位 仙台大学 対 ７位 東北大学 仙台大学 仙台大学サッカー場(人工芝)

11:00 ５位 福島大学 対 ３位 富士大学 福島大学 相馬光陽サッカー場Ｂ(天然芝) 雨天時予備会場；Ｅコート(人工芝)

12:00 ８位 ノースアジア大学 対 ２位 岩手大学 ノースアジア大学 八橋健康広場スペースプロジェクト(人工芝)

10:30 ３位 富士大学 対 ８位 ノースアジア大学 富士大学 花巻スポーツキャンプむらＡ(天然芝) 愛媛国体；10/1-4.

11:00 １位 仙台大学 対 ６位 東北学院大学 仙台大学 ひとめぼれスタジアム宮城補助陸上競技場(天然芝) I-League同時開催14:00-K

11:00 ２位 岩手大学 対 ５位 福島大学 岩手大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝)

12:00 ４位 八戸学院大学 対 ７位 東北大学 八戸学院大学 八戸市多賀ダイハツスタジアム(天然芝)

10:30 ５位 福島大学 対 １位 仙台大学 福島大学 福島市十六沼公園サッカー場P1(人工芝) 2部L-B/2G

11:00 ７位 東北大学 対 ３位 富士大学 東北大学 松島フットボールセンターP1(人工芝) I-League同時開催検討

13:30 ６位 東北学院大学 対 ２位 岩手大学 東北学院大学 松島フットボールセンターP1(人工芝)

14:30 ８位 ノースアジア大学 対 ４位 八戸学院大学 ノースアジア大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝) 秋田県会場確保不可

予備日 10月9日 月.祝 対

10:30 ６位 東北学院大学 対 ７位 東北大学 東北学院大学 松島フットボールセンターP1(人工芝)

10:30 １位 仙台大学 対 ４位 八戸学院大学 仙台大学 松島フットボールセンターP2(人工芝)

13:00 ３位 富士大学 対 ２位 岩手大学 富士大学 花巻スポーツキャンプむらAコート(天然芝) 富士大学G；東北女子大学L

10月15日 日 14:00 ８位 ノースアジア大学 対 ５位 福島大学 ノースアジア大学 秋田県立中央公園球技場(天然芝)

10:30 ２位 岩手大学 対 ４位 八戸学院大学 岩手大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝)

12:45 ８位 ノースアジア大学 対 ６位 東北学院大学 ノースアジア大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝) 秋田県会場確保不可の為

15:00 ３位 富士大学 対 １位 仙台大学 富士大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝) ナイター申請

調整中 ７位 東北大学 対 ５位 福島大学 東北大学 ＊宮城県開催(東北大学川内グランド予定) 予備会場；検討中

11:00 ２位 岩手大学 対 １位 仙台大学 岩手大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝)

13:30 ８位 ノースアジア大学 対 ７位 東北大学 ノースアジア大学 岩手県営運動公園第1グランド(人工芝) 秋田県会場確保不可

11:00 ４位 八戸学院大学 対 ３位 富士大学 八戸学院大学 十和田市高森山公園球技場(人工芝)

11:00 ５位 福島大学 対 ６位 東北学院大学 福島大学 福島市十六沼公園サッカー場P1(人工芝)

10:30 2部A；1位 対 2部B；1位 山形県内大学 山形県総合運動公園第2運動場(人工芝) 勝者1部L昇格
敗者入替戦

13:30 2部A；2位 対 2部B；2位 山形県内大学 山形県総合運動公園第2運動場(人工芝) 勝者入替戦
敗者2部残留

10:30 1部；6位 対 2部AB；2位戦敗者 宮城県内大学 みやぎ生協めぐみ野サッカー場A(天然芝)

13:30 1部；7位 対 2部AB；1位戦敗者 宮城県内大学 みやぎ生協めぐみ野サッカー場A(天然芝)

仙台大学 7

富士大学 7

東北学院大学 7

八戸学院大学 7

福島大学 7

岩手大学 7

東北大学 7

ノースアジア大学 7 ７/29-8/5.試験期間考慮

平成29年度　東北地区大学サッカーリーグ　1部リーグ(更新.20170612)　　＊会場確保状況によりH/Aを調整

対戦カード

第1節 6月3日 土

第2節 6月10日 土

第3節 6月17日 土

第4節 7月1日 土

第5節 7月8日 土

第6節 7月15日 土

第7節 7月22日 土

第8節
9月16日 土

第9節 9月23日 土

第10節 9月30日 土

第11節 10月7日 土

第12節
10月14日 土

第13節 10月21日 土

入替戦 11月3日 金.祝

主管数

第14節 10月28日 土

入替戦参入戦 10月28日 土
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