
Yリーグ２部A日程表 2021年度
主審 主管

旧節 新節 月　　日 時間 時間

5/15（土） 11:00 山形明正 - 鶴岡工業 山形城北 羽黒B 10:00 米沢工業 - 米沢中央B 山形東 東海大山形B

13:00 山形城北 - 羽黒B 山形明正 鶴岡工業 12:00 山形東 - 東海大山形B 米沢工業 米沢中央B

5/22（土） 10:00 山形明正 - 山形東 鶴岡工業 東海大山形B 10:00 山形城北 - 米沢工業 羽黒B 米沢中央B

12:00 鶴岡工業 - 東海大山形B 山形明正 山形東 12:00 羽黒B - 米沢中央B 山形城北 米沢工業

6/12（土） 12:00 米沢中央B - 東海大山形B 山形城北 山形明正 10:00 山形東 - 米沢工業 鶴岡工業 羽黒B

6/13（日） 14:00 山形城北 - 山形明正 米沢中央B 東海大山形B 12:00 鶴岡工業 - 羽黒B 山形東 米沢工業

6/20(日） 11:00 山形明正 - 羽黒B 山形城北 鶴岡工業 10:00 米沢工業 - 東海大山形B 山形東 米沢中央B

13:00 山形城北 - 鶴岡工業 山形明正 羽黒B 12:00 山形東 - 米沢中央B 米沢工業 東海大山形B

6/26（土） 10:00 山形明正 - 米沢工業 山形城北 山形東 11:00 鶴岡工業 - 米沢中央B 羽黒B 東海大山形B

12:00 山形城北 - 山形東 山形明正 米沢工業 13:00 羽黒B - 東海大山形B 鶴岡工業 米沢中央B

7/3（土） 10:00 山形明正 - 米沢中央B 米沢工業 鶴岡工業 10:00 山形城北 - 東海大山形B 山形東 羽黒B

7/4（日） 12:00 米沢工業 - 鶴岡工業 山形明正 米沢中央B 12:00 山形東 - 羽黒B 山形城北 東海大山形B

7/10（土） 10:00 山形明正 - 東海大山形B 山形東 鶴岡工業 10:00 米沢工業 - 羽黒B 山形城北 米沢中央B

12:00 山形東 - 鶴岡工業 山形明正 東海大山形B 12:00 山形城北 - 米沢中央B 米沢工業 羽黒B

7/17（土） 10:00 米沢工業 - 東海大山形B 山形城北 鶴岡工業 14:00 山形明正 - 羽黒B 山形東 米沢中央B

12:00 山形城北 - 鶴岡工業 米沢工業 東海大山形B 16:00 山形東 - 米沢中央B 山形明正 羽黒B

7/22（木） 10:00 米沢工業 - 米沢中央B 山形城北 羽黒B 14:00 山形明正 - 鶴岡工業 山形東 東海大山形B

12:00 山形城北 - 羽黒B 米沢工業 米沢中央B 16:00 山形東 - 東海大山形B 山形明正 鶴岡工業

7/24（土） 9:30 山形明正 - 米沢中央B 山形東 羽黒B 9:30 山形城北 - 東海大山形B 米沢工業 鶴岡工業

11:30 山形東 - 羽黒B 山形明正 米沢中央B 11:30 米沢工業 - 鶴岡工業 山形城北 東海大山形B

8/21（土） 9:30 山形明正 - 東海大山形B 山形東 鶴岡工業 9:30 山形城北 - 米沢中央B 米沢工業 羽黒B

11:30 山形東 - 鶴岡工業 山形明正 東海大山形B 11:30 米沢工業 - 羽黒B 山形城北 米沢中央B

8/28（土） 9:30 山形城北 - 山形明正 山形東 米沢工業 9:30 鶴岡工業 - 羽黒B 米沢中央B 東海大山形B

11:30 山形東 - 米沢工業 山形城北 山形明正 11:30 米沢中央B - 東海大山形B 鶴岡工業 羽黒B

9/20（月） 10:00 山形城北 - 米沢工業 羽黒B 米沢中央B 14:00 鶴岡工業 - 東海大山形B 山形明正 山形東

12:00 羽黒B - 米沢中央B 山形城北 米沢工業 16:00 山形明正 - 山形東 鶴岡工業 東海大山形B

9/26（日） 10:00 山形明正 - 米沢工業 鶴岡工業 米沢中央B 14:00 羽黒B - 東海大山形B 山形城北 山形東

12:00 鶴岡工業 - 米沢中央B 山形明正 米沢工業 16:00 山形城北 - 山形東 羽黒B 東海大山形B

8/17（火） 10:00 - 0 0 10:00 - 0 0

12:00 - 0 0 12:00 - 0 0

14 14

山形明正 山形明正

予備

12 12

山形明正 庄内町八幡スポーツ公園

13 13

東根市中央公園 東根市中央公園

2 10

山形明正 米沢工業

3 11

山形明正 米沢工業

8 8

山形市球技場 山形市球技場

11 9

米沢市営人工芝SF東 米沢市営人工芝SF東

9 6

山形明正７／３ 東根市中央公園７／４

10 7

山形明正 米沢工業

1 4

山形明正 米沢工業

7 5

山形明正 白鷹町東陽の里

5 2

山形明正 米沢工業

6 3

山形明正６／１２ 米沢工業６／１３

4 1

山形明正 米沢工業

変更箇所

会場 帯同審判 会場 帯同審判


