
週 日

9/3 9:00 [1部] 学院大 － 岩手大 (東工大)

（月） 11:30 [2部] 東工大 － 文化大 (青森大)

14:00 [1部] 富士大 － 青森大 (文化大)

9/4 10:00 [1部] 仙台大 － 青森大 (工学部)

（火） 12:30 [1部] 工学部 － 東北大 (仙台大)

9/8 9:00 [1部] 学院大 － 工学部 (山形医)

（土） 11:30 [1部] 富士大 － 山形医 (工学部)

14:00 [2部] 福医大 － 医薬大 (富士大)

9/9 9:00 [1部] 仙台大 － 東北大 (東工大)

（日） 11:30 [2部] 東工大 － 医薬大 (仙台大)

14:00 [1部] 山形医 － 岩手大 (医薬大)

9/15 9:00 [1部] 仙台大 － 工学部 (東北医)

（土） 11:30 [2部] 東北医 － 福島大 (仙台大)

14:00 [1部] 東北大 － 山形医 (福島大)

9/16 10:00 [1部] 青森大 － 岩手大 (学院大)

（日） 12:30 [1部] 学院大 － 富士大 (岩手大)

9/17 10:00 [1部] 学院大 － 青森大 (富士大) 9:00 [2部] 東工大 － 東北医 (福医大)

（月） 12:30 [1部] 富士大 － 岩手大 (青森大) 11:30 [2部] 福医大 － 福島大 (山形医)

14:00 [1部] 仙台大 － 山形医 (福島大)

9/22 9:00 [1部] 仙台大 － 岩手大 (富士大)

（土） 11:30 [1部] 富士大 － 工学部 (仙台大)

14:00 [2部] 医薬大 － 文化大 (工学部)

9/23 9:00 [1部] 工学部 － 岩手大 (文化大) 9:00 [2部] 東工大 － 福島大 (学院大)

（日） 11:30 [2部] 福医大 － 文化大 (岩手大) 11:30 [1部] 学院大 － 東北大 (福島大)

14:00 [1部] 仙台大 － 富士大 (福医大) 14:00 [1部] 青森大 － 山形医 (東北大)

9/24 9:00 [1部] 東北大 － 青森大 (学院大)

（月） 11:30 [1部] 学院大 － 山形医 (東北医)

14:00 [2部] 福医大 － 東北医 (山形医)

9/29 10:00 [1部] 富士大 － 東北大 (医薬大) 10:00 [1部] 工学部 － 山形医 (東北医)

（土） 12:30 [2部] 福島大 － 医薬大 (富士大) 12:30 [2部] 東北医 － 文化大 (山形医)

9/30 9:00 [1部] 学院大 － 仙台大 (東北大) 9:00 [2部] 福医大 － 東工大 (医薬大)

（日） 11:30 [1部] 東北大 － 岩手大 (青森大) 11:30 [2部] 東北医 － 医薬大 (東工大)

14:00 [1部] 工学部 － 青森大 (岩手大) 14:00 [2部] 福島大 － 文化大 (東北医)
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宮城 東北学院大学笠神野球場

平成30年度　東北地区大学準硬式野球秋季リーグ戦［1部リーグ、2部リーグ］日程

□会　 期 平成30年　9月3日(月)～　9月30日(日) 予備日…10月　6日(土)、10月　7日(日)

対戦カード・開催球場
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宮城 松島運動公園野球場
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福島 ほばら大泉球場


