
国際教 - 東北医 東北大 - 弘大医

日 秋田ノ - 弘前大 学院大 - 山形大

八学大 - 東北大 日大工 - 秋田ノ

日 岩手大 - 学院大

弘大医 - 山形大 東北医 - 弘前大 福医大 - 国際教

東北大 - 岩手大

石専大 - 仙台大

青森大 - 盛県大
日

石専大 - 盛県大

仙台大 - 青森大

石専大 - 青森大

盛県大 - 仙台大

北里獣 - 岩手医 秋田医 - 福島大 東北医 - 福医大

日 弘前大 - 日大工 秋田ノ - 国際教 学院大 - 八学大

岩手医 - 秋田医 秋田ノ - 福医大 福島大 - 北里獣

日 岩手大 - 弘大医 山形大 - 八学大 日大工 - 国際教

弘前大 - 福医大 石専大 - 青森大 東北医 - 日大工

弘大医 - 学院大 盛県大 - 仙台大 山形大 - 東北大

石専大 - 仙台大

日 青森大 - 盛県大

岩手大 - 八学大

石専大 - 盛県大

仙台大 - 青森大

秋田医 - 北里獣 山形大 - 岩手大

日 国際教 - 弘前大

石専大 - 盛県大 東北医 - 秋田ノ 福島大 - 岩手医

仙台大 - 青森大 学院大 - 東北大 福医大 - 日大工

石専大 - 青森大

日 盛県大 - 仙台大

弘大医 - 八学大

石専大 - 仙台大

青森大 - 盛県大

日 八学大 - 弘大医 東北大 - 岩手大

日

学院大 - 北大

２０１７　東北地区大学ラグビーリーグ日程・試合結果（10/２２現在）
青　森 秋　田 岩　手 宮　城 山　形 福　島

新屋Ｇ 学院大Ｇ

9/3 0(0-27 0-28)55 69(29-0 40-0)0

55(22-7 33-7)14 116(59-0 57-0)0
ダイハツ 水沢

9/10 50(24-13 26-12)25 0(0-29 0-39)68

5(5-38 0-63)101
青森スポーツ公園 東北大川内Ｇ あづまＧ

38(14-0 24-0)0 46(34-0 12-7)7 48(12-19 36-12)31

36(19-5 17-0)5
学院大Ｇ

石専大棄権
9/17

5(0-12 5-12)24

石専大棄権

54(26-0 28-0)0

石専大棄権

17(5-12 12-12)24
原燃テクノロジーセンター 大潟村多目的Ｇ 学院大Ｇ

9/24 10(0-20 10-12)32 32(10-12 22-7)19 24(7-19 17-0)19

57(28-7 29-0)7 41(17-14 24-0)14 34(12-21 22-0)21
盛岡南 天童 あづまＧ

10/1 14(14-10 0-24)34 22(10-7 12-17)24 55(19-12 36-7)19

26(7-10 19-12)22 0(0-45 0-33)78 10(5-14 5-14)28
原燃テクノロジーセンター 運動公園 天童

12(0-7 12-26)33 5(5-26 0-17)43 日大工棄権

0(0-55 0-52)107 7(7-17 0-17)34 8(3-31 5-33)64

10/8 0(0-29 0-31)60

5(5-17 0-26)43

7(0-57 7-34)91

0(0-28 0-17)45

47(21-0 26-7)7
新屋Ｇ 天童

10/15 45(14-14 31-0)14 12(12-17 0-21)38

14(0-8 14-17)25
青森スポーツ公園 東北大川内Ｇ 熱海Ｇ

石専大棄権 14(7-5 7-7)12 27(7-12 20-0)12

42(21-0 21-5)5 24(0-11 24-0)11 45(19-0 26-0)0

10/22 石専大棄権

19(7-14 12-7)21

5(0-24 5-20)44

石専大棄権

15(10-14 5-21)35
青森ス 八幡平 学院大Ｇ

地区対抗プレーオフ ３部順位決定 地区対抗プレーオフ
10/29 ２位－５位　 １位－２位　 ３位－４位

秋田医－福島大
３位－４位

県サッカー場
地区対抗代表決定戦

11/5 11:00

岩手医－北里獣

大学選手権代表決定戦

入替戦
11/12

13:00

７人制 　盛岡大・岩手県立大合同　　仙台大　　青森大　　石巻専修大　（４チーム　７分ハーフ）

リーグ戦績　　（１部）１位：学院大　２位：八学大　３位：東北大　４位：岩手大　５位：弘大医　６位：山形大　

　　　　　　　 　（２部）１位：東北医　２位：福医大　３位：秋・ノ　  ４位：弘前大　５位：国際教　６位：日大工　

１部 　東北学院大　　東北大　　弘前大医学部　　　岩手大　　八戸学院大　　山形大　　（６チーム　４０分ハーフ）

２部 　秋田大・ﾉｰｽｱｼﾞｱ大合同　　福島県立医科大　東北大医学部　国際教養大　日大工学部　弘前大　（６チーム　３５分ハーフ）

３部 　秋田大医学部　　岩手医科大　　福島大　　北里大獣医学部　（４チーム　３０分ハーフ）


