
節 試合日 曜日 開始時間 主管 会場 備考

12:45 2位 東北学院大学 対 4位 福島大学 東北学院大学 松島フットボールセンターP１ 2部B-L/2試合

13:00 6位 八戸学院大学 対 3位 富士大学 八戸学院大学 八戸市南郷区陸上競技場

11月3日 火.祝 11:00 5位 岩手大学 対 1位 仙台大学 岩手大学 岩手県営運動公園多目的運動場 仙台大学；天皇杯2回戦の為

11:00 5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

11:00 1位 仙台大学 対 4位 福島大学 仙台大学 仙台大学サッカー場

13:00 6位 八戸学院大学 対 2位 東北学院大学 八戸学院大学 八戸市南郷区陸上競技場

12:45 4位 福島大学 対 6位 八戸学院大学 福島大学 松島公園人工芝サッカー場 2部B-L/2試合

13:00 5位 岩手大学 対 2位 東北学院大学 岩手大学 花巻スポーツキャンプむらAコート

15:00 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 2部B-L/2試合

11:00 6位 八戸学院大学 対 1位 仙台大学 八戸学院大学 五戸町ひばり野公園サッカー場

11:00 2位 東北学院大学 対 3位 富士大学 東北学院大学 松島公園人工芝サッカー場 2部B-L/1試合

13:00 5位 岩手大学 対 4位 福島大学 岩手大学 花巻スポーツキャンプむらAコート

11:00 2位 東北学院大学 対 1位 仙台大学 東北学院大学 ひとめぼれスタジアム宮城補助競技場 2部B-L/1試合

10:30 5位 岩手大学 対 6位 八戸学院大学 岩手大学 岩手県営運動公園陸上競技場

13:30 3位 富士大学 対 4位 福島大学 富士大学 岩手県営運動公園陸上競技場 ロッカー入替注意

11:00 4位 福島大学 対 2位 東北学院大学 福島大学 福島市十六沼公園サッカー場 2部B-L/1試合

13:30 1位 仙台大学 対 5位 岩手大学 仙台大学 ひとめぼれスタジアム宮城補助競技場 2部B-L/1試合

13:30 3位 富士大学 対 6位 八戸学院大学 富士大学 岩手県営運動公園陸上競技場 2部A-L/1試合

11:00 4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

11:00 3位 富士大学 対 5位 岩手大学 富士大学 富士大学人工芝サッカー場

11:00 2位 東北学院大学 対 6位 八戸学院大学 東北学院大学 松島公園人工芝サッカー場 2部B-L/3試合

11:00 2位 東北学院大学 対 5位 岩手大学 東北学院大学 宮城県サッカー場Aコート 2部B-L/1試合

11:00 6位 八戸学院大学 対 4位 福島大学 八戸学院大学 八戸市南郷区陸上競技場

18:45 3位 富士大学 対 1位 仙台大学 富士大学 一関市サッカー・ラグビー場 他.民間施設確認中

11:00 1位 仙台大学 対 6位 八戸学院大学 仙台大学 松島運動公園人工芝サッカー場 2部B-L/1試合

13:00 3位 富士大学 対 2位 東北学院大学 富士大学 花巻スポーツキャンプむらAコート

15:30 4位 福島大学 対 5位 岩手大学 福島大学 福島市十六沼公園サッカー場

11:00 4位 福島大学 対 3位 富士大学 福島大学 福島市十六沼公園サッカー場

11:00 6位 八戸学院大学 対 5位 岩手大学 八戸学院大学 十和田市若葉球技場 2部A-L/1試合

11月1日 日 11:00 1位 仙台大学 対 2位 東北学院大学 仙台大学 宮城県サッカー場Aコート 2部B-L/1試合

予備日 11月3日 火祝 対

入替戦参入戦 11月7日 土 13:00 2部A2位 対 2部B2位 宮城県内大学依頼 松島運動公園人工芝サッカー場

入替戦 11月8日 日 13:00 1部6位 対 入替戦参入戦勝者 宮城県内大学依頼 仙台大学サッカー場

インカレプレーオフ 11月8日 日 13:00 東北2位 対 北海道2位 宮城県内大学依頼 ひとめぼれスタジアム宮城

仙台大学 5

東北学院大学 5

富士大学 5

福島大学 5

岩手大学 5

八戸学院大学 5 30

9月5日 土

第7節 10月10日 土

第10節
10月31日 土

第8節 10月17日 土

第9節 10月24日 土

第5節 9月26日 土

第6節 10月3日 土

主管数

平成27年度　東北地区大学サッカーリーグ　1部リーグ(確定)

対戦カード

第1節

第2節 9月12日 土

第3節 9月19日 土

第4節 9月22日 火.祝
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