
17:00 代表者会議

9:00 開場

10:00 ① 青中学大 学院大 男子２部 吉田洋 福祉大 ⇐学連

11:10 ② 仙台大 秋田大 男子１部 古賀 高橋 ⇐県協会

12:30 ③ 富士大 福島大 男子１部 吉田洋 高橋 ⇐学連

13:50 ④ 福祉大 東北大 男子１部 柳谷 八巻 ⇐県協会

15:10 ⑤ 宮教大 岩手大 男子２部 吉田洋 柳谷 ⇐学連

16:20 ⑥ 山形大 弘前大 男子２部 高橋 柳谷 ⇐学連

9:00 開場 9:00 開場

10:00 ① 富士大 秋田大 男子１部 荒井 吉田 ⇐県協会 10:00 ① 東北工大 青森公大 男子３部 吉田洋 仙台大 ⇐学連

11:20 ② 福祉大 福島大 男子１部 柳谷 大友 ⇐県協会 11:10 ② 仙台大 東北大 男子１部 菊地 佐德 ⇐県協会

12:40 ③ 富士大 秋田大 女子Ａ （古賀） 吉田 ⇐県協会 12:30 ③ 山形大 岩手大 男子２部 吉田洋 仙台大 ⇐学連

14:00 ④ 青中学大 弘前大 男子２部 柳谷 高橋 ⇐学連 13:40 ④ 福祉大 仙台大 女子Ａ 菊地 佐德 ⇐県協会

15:10 ⑤ 宮教大 学院大 男子２部 影山 高橋 ⇐学連 15:00 ⑤ 学院工学 青森大 男子３部 仙台大 仙台大 ⇐学連

16:20 ⑥ 福島大 弘前大 女子Ｂ 影山 柳谷 ⇐学連 16:10 ⑥ 宮教大 山形大 女子Ｂ 吉田洋 仙台大 ⇐学連

9:00 開場 9:00 開場

10:00 ① 福島大 山形大 女子Ｂ 東北大 東北大 ⇐学連 10:00 ① 東北工大 青森大 男子３部 吉田洋 仙台大 ⇐学連

11:10 ② 宮教大 弘前大 女子Ｂ 秋田大 秋田大 ⇐学連 11:10 ② 富士大 仙台大 男子１部 古賀 高橋 ⇐県協会

12:20 ③ 福島大 東北大 男子１部 柳谷 影山 ⇐学連 12:30 ③ 学院工学 青森公大 男子３部 仙台大 仙台大 ⇐学連

13:40 ④ 福祉大 秋田大 男子１部 佐信 佐隆 ⇐県協会 13:40 ④ 富士大 仙台大 女子Ａ 古賀 高橋 ⇐県協会

15:00 ⑤ 福祉大 秋田大 女子Ａ 荒井 佐隆 ⇐県協会 15:00 ⑤ 宮教大 青中学大 男子２部 吉田洋 仙台大 ⇐学連

16:10 ⑥ 山形大 学院大 男子２部 柳谷 影山 ⇐学連 16:10 ⑥ 岩手大 弘前大 男子２部 仙台大 仙台大 ⇐学連

8:00 開場 8:00 開場　

9:00 ① 仙台大 秋田大 女子Ａ 白旗 佐健 ⇐県協会 10:00 ① 山形大 弘前大 女子Ｂ 浅利 青森大 ⇐学連

10:20 ② 富士大 福祉大 女子Ａ 大内 尾形 ⇐県協会 11:20 ② 福島大 宮教大 女子Ｂ 東北大 東北大 ⇐学連

11:40 ③ 秋田大 福島大 男子１部 白旗 佐健 ⇐県協会 12:30 ③ 青森公大 青森大 男子３部 仙台大 仙台大 ⇐学連

13:00 ④ 宮教大 弘前大 男子２部 秋田大 秋田大 ⇐学連 13:40 ④ 富士大 東北大 男子１部 吉田洋 影山 ⇐学連

14:10 ⑤ 学院大 岩手大 男子２部 秋田大 秋田大 ⇐学連 15:00 ⑤ 福祉大 仙台大 男子１部 木村 髙川 ⇐県協会

15:20 ⑥ 学院工学 東北工大 男子３部 岩手大 岩手大 ⇐学連 16:20 ⑥ 山形大 青中学大 男子２部 吉田洋（福祉大） 影山 ⇐学連

Ａ4位 Ｂ1位

8:00 開場

9:00 ① 学院大 弘前大 男子２部 影山 福祉大 ⇐学連

10:10 ② 秋田大 東北大 男子１部 佐健 尾形 ⇐県協会

11:30 ③ 青中学大 岩手大 男子２部 秋田大 秋田大 ⇐学連

12:40 ④ 仙台大 福島大 男子１部 古賀 佐健 ⇐県協会

14:00 ⑤ 山形大 宮教大 男子２部 吉田洋 仙台大 ⇐学連

15:10 ⑥ 福祉大 富士大 男子１部 柳谷 八巻 ⇐県協会

2部6位 3部1位

1部6位 2部1位

（　）内は欠員が出た場合

審判

審判

審判

（　）内は欠員が出た場合

Ａコート：宮城野体育館　

５月１６日（火）

2・3部入替戦
16:30 ⑦

審判

審判

審判

審判審判

Ｂコート：仙台大学　

Ｂコート：仙台大学　

Ｂコート：若林体育館　

女子Ａ・Ｂ入替戦

Ａコート：宮城野体育館　

５月１３日（土）

Ａコート：宮城野体育館　

５月１４日（日）

Ａコート：宮城野体育館　

５月１５日（月）

16:30 ⑦ 柳谷 尾形 ⇐県協会

（　）内は欠員が出た場合

Ａコート：宮城野体育館　

Ａコート：宮城野体育館　

５月１１日（木）

５月１２日（金）

2017春季リーグ試合日程表　

17:40 ⑧ 柳谷
1・2部入替戦

八巻

影山 高橋 ⇐学連

⇐県協会


