平成29年度 東北地区大学準硬式野球連盟
春季リーグ戦（第1週～第5週）
週

対戦カード・開催球場

日

宮城

仙台市民球場

宮城

東北学院大学笠神野球場

4/15 9:00 [1部] 岩手大 － 富士大 (工学部) 11:30 [1部] 学院大 － 福島大 (仙台大)
(土) 11:30 [1部] 工学部 － 青森大 (富士大) 14:00 [2部] 仙台大 － 東工大 (福島大)
14:00 [1部]

1

宮城

東北大 － 福医大 (青森大)

仙台市民球場

宮城

東北学院大学笠神野球場

4/16 9:00 [1部] 青森大 － 工学部 (福医大) 10:00 [2部] 東工大 － 仙台大 (学院大)
(日) 11:30 [1部] 福医大 － 東北大 (岩手大) 12:30 [1部] 福島大 － 学院大 (東工大)
14:00 [1部]

宮城

富士大 － 岩手大 (東北大)

涌谷スタジアム

4/22 9:00 [2部] 山形医 － 医薬大 (東北大)
(土) 11:30 [1部] 東北大 － 福島大 (学院大)
14:00 [1部]

2

宮城

学院大 － 青森大 (福島大)

東北学院大学笠神野球場

4/23 9:00 [1部] 青森大 － 学院大 (医薬大)
(日) 11:30 [2部] 医薬大 － 山形医 (青森大)
14:00 [1部]

宮城

福島大 － 東北大 (山形医)

東北学院大学笠神野球場

4/29 9:00 [2部] 東北医 － 文化大 (工学部)
(土) 11:30 [1部] 工学部 － 富士大 (文化大)
14:00 [1部]

3

宮城

岩手大 － 福医大 (富士大)

東北学院大学笠神野球場

4/30 9:00 [2部] 文化大 － 東北医 (福医大)
(日) 11:30 [1部] 福医大 － 岩手大 (東北医)
14:00 [1部]

宮城
5/6
(土)
4

【開会式】
平成29年 4月15日(土) 8:20～
仙台市民球場にて
【閉会式】
［1部リーグ］
平成29年 6月11日(日)試合終了後
東北学院大学笠神野球場にて
［2部リーグ］
平成29年 6月17日(土)試合終了後
仙台市民球場にて

富士大 － 工学部 (岩手大)

仙台市民球場

山形

学院大 － 福医大 (工学部)

仙台大 － 文化大 (山形医)

11:30 [1部]

工学部 － 岩手大 (東北大) 11:30 [1部]

富士大 － 福島大 (東工大)

14:00 [1部]

東北大 － 青森大 (岩手大) 14:00 [2部]

山形医 － 東工大 (富士大)

東北学院大学笠神野球場
青森大 － 東北大 (学院大)

山形

尾花沢市総合球場

9:00 [2部]

東工大 － 山形医 (文化大)

11:30 [1部]

福医大 － 学院大 (青森大) 11:30 [2部]

文化大 － 仙台大 (福島大)

14:00 [1部]

岩手大 － 工学部 (福医大) 14:00 [1部]

福島大 － 富士大 (仙台大)

9:00 [1部]

宮城

東北学院大学笠神野球場

山形

5/13 9:00 [2部] 仙台大 － 医薬大 (学院大) 9:00 [2部]
(土) 11:30 [1部] 学院大 － 岩手大 (医薬大) 11:30 [1部]
5

寒河江市営球場

9:00 [2部]

9:00 [1部]

宮城
5/7
(日)

リーグ戦の試合経過・速報は、
「東北地区大学準硬式
野球連盟」公式ツイッターでcheck!

14:00 [1部]

宮城

青森大 － 福島大 (岩手大) 14:00 [1部]

東北学院大学笠神野球場

山形

5/14 9:00 [2部] 医薬大 － 仙台大 (青森大) 9:00 [2部]
(日) 11:30 [1部] 福島大 － 青森大 (仙台大) 11:30 [1部]
14:00 [1部]

岩手大 － 学院大 (福島大) 14:00 [1部]
3

天童市スポーツセンター野球場
山形医 － 東北医 (東北大)
東北大 － 富士大 (山形医)
工学部 － 福医大 (富士大)
尾花沢市総合球場
東北医 － 山形医 (工学部)
福医大 － 工学部 (東北医)
富士大 － 東北大 (福医大)

平成29年度 東北地区大学準硬式野球連盟
春季リーグ戦（第6週～第10週）
週

対戦カード・開催球場

日

青森

大鰐スタジアム

宮城

東北学院大学笠神野球場

5/20 9:00 [1部] 富士大 － 青森大 (岩手大) 9:00 [2部] 東北医 － 医薬大 (学院大)
(土) 11:30 [1部] 東北大 － 岩手大 (富士大) 11:30 [1部] 学院大 － 工学部 (東北医)
14:00 [2部]

6

青森

文化大 － 東工大 (東北大) 14:00 [1部]

大鰐スタジアム

宮城

福島大 － 福医大 (工学部)

東北学院大学笠神野球場

5/21 9:00 [1部] 岩手大 － 東北大 (文化大) 9:00 [2部] 医薬大 － 東北医 (福医大)
(日) 11:30 [2部] 東工大 － 文化大 (青森大) 11:30 [1部] 福医大 － 福島大 (医薬大)
14:00 [1部]

岩手

7

青森大 － 富士大 (東工大) 14:00 [1部]

涌谷スタジアム
5/27 9:00 [1部] 岩手大 － 福島大 (富士大) 9:00 [2部] 東工大 － 医薬大 (山形医)
(土) 11:30 [1部] 学院大 － 富士大 (福島大) 11:30 [2部] 山形医 － 文化大 (東工大)
14:00 [1部] 青森大 － 福医大 (学院大) 14:00 [2部] 仙台大 － 東北医 (文化大)
岩手
花巻球場
5/28 9:00 [1部] 富士大 － 学院大 (青森大)
(日) 11:30 [1部] 福医大 － 青森大 (岩手大)
14:00 [1部]

宮城
6/3
(土)
8

9:00 [1部]

宮城

福島大 － 岩手大 (福医大)

石巻市民球場

宮城

工学部 － 東北大 (福医大)

富士大 － 福医大 (東北大) 11:30 [2部]

14:00 [1部]

岩手大 － 青森大 (富士大) 14:00 [2部]

9:00 [1部]

石巻市民球場

宮城

東北大 － 工学部 (青森大)

青森大 － 岩手大 (工学部) 11:30 [2部]

14:00 [1部]

福医大 － 富士大 (岩手大) 14:00 [2部]

宮城

東北学院大学笠神野球場

6/11 10:00 [1部] 福島大 － 工学部 (学院大)
(日) 12:30 [1部] 学院大 － 東北大 (福島大)
宮城

仙台市民球場

6/17 9:00 [2部] 東工大 － 東北医 (文化大)
(土) 11:30 [2部] 医薬大 － 文化大 (東工大)
14:00 [2部]

6/18
(日)

東北学院大学笠神野球場
文化大 － 山形医 (医薬大)
医薬大 － 東工大 (東北医)
東北医 － 仙台大 (東工大)
仙台市民球場
文化大 － 医薬大 (仙台大)
山形医 － 仙台大 (文化大)
東北医 － 東工大 (山形医)

東北学院大学笠神野球場

6/10 10:00 [1部] 東北大 － 学院大 (工学部)
(土) 12:30 [1部] 工学部 － 福島大 (東北大)

10

9:00 [2部]

11:30 [1部]

宮城

9

9:00 [2部]

11:30 [1部]

宮城
6/4
(日)

花巻球場

工学部 － 学院大 (福島大)

仙台大 － 山形医 (医薬大)

予備日

4

[注意・連絡事項]
1.組合せ表の左側チームが1塁側、右側チーム
が3塁側、（ ）内のチームは当番校とする。
2.雨天等で試合が中止となった場合は、予備
日に行う。試合と球場は後日調整し決定する。
3.今大会は、DH制を導入する。
※DH(指名打者)については、野球規則を熟読
すること。
4.競技運営規約15.(3).②③に基づき、リーグ
戦総合順位の1部8位は2部降格、2部1位は
1部昇格となる。また1部7位と2部2位は、1試
合の入替戦を行う。日時、球場については、決
定しだい連絡する。

