
秋田ノ - 弘前大 合同 - 北里獣 山形大 - 日大工

日 国際教 - 福医大 岩手大 - 東北大 学院大 - 東北医

弘前大 - 福医大

日 八学大 - 弘大医

弘大医 - 学院大 国際教 - 山形大 合同 - 秋田医

日 八学大 - 岩手大 秋田ノ - 日大工 東北大 - 東北医

北里獣 - 岩手医 福島大 - 青森大

日 八学大 - 東北大 福医大 - 日大工

青森大 - 秋田医 北里獣 - 福島大 弘前大 - 山形大 日大工 - 国際教

日 弘大医 - 東北医 岩手医 - 合同 学院大 - 岩手大 福医大 - 秋田ノ

東北医 - 八学大

日 学院大 - 東北大

青森大 - 合同 秋田医 - 北里獣 岩手医 - 福島大 山形大 - 秋田ノ

日 弘前大 - 国際教 岩手大 - 弘大医

北里獣 - 青森大 秋田医 - 岩手医 岩手大 - 東北医 山形大 - 福医大 福島大 - 合同

日 弘前大 - 日大工 秋田ノ - 国際教 学院大 - 八学大 東北大 - 弘大医

岩手医 - 青森大

日 秋田医 - 福島大

日 東北学院大 - 北海道大

日

日

１部

２部

３部

東北学院大　　八戸学院大　　東北大　　岩手大　　弘前大医学部　　東北大医学部　

山形大　　福島県立医科大　　秋田大・ノースアジア大　　弘前大　　国際教養大　　日大工学部

秋田大医学部　　福島大　　岩手医科大　　北里大獣医学部　　青森大　　合同（盛岡・盛県・仙台・石巻・医薬）

東北大川内Ｇ
地区対抗代表決定戦

東北大－八学大
４７（21-21 26-21）４２

 

福　島

2018/11/18

１７（5-12 12-7）１９

１２（12-28 0-33）６１

７３（42-0 31-7）７

０（0-40 0-19）５９ ６２（31-0 31-0）０

9/2 ４３（26-7 17-19）２６ ３６（10-0 26-5）５

２０１8　東北地区大学ラグビーリーグ（日程・戦績）

月日 青　森 秋　田 岩　手 宮　城 山　形

３４（10-0 24-0）０

新屋Ｇ 水沢桜づつみＧ 学院Ｇ

青森スポーツ公園

南郷陸上競技場 新屋Ｇ 東北大川内Ｇ

9/9 １９（14-22 5-19）４１

５２（24-0 28-7）７

７（7-7 0-7）１４

７３（34-0 39-0）０

9/16 ０（0-48 0-68）116 ０（0-40 0-38）７８

７３（26-0 47-0）０

青森スポーツ公園 熱海サッカー場

５１（24-0 27-0）０ ８３（43-0 40-0）０

9/23 北里獣棄権 ３１（14-10 17-7）１７

２８（14-5 14-7）１２21（14-7 7-26）３３

５５（31-0 24-7）７ ０（0-26 0-5）３１

３３（21-0 12-0）０

１２（12-14 0-24）３８

青森スポーツ公園 学院Ｇ あづま総合運動公園水沢桜づつみＧ

３６（24-0 12-10）１０北里獣棄権9/30

０（0-45 0-38）８３

学院Ｇ

10/7

０（0-5 0-7）１２

１７（7-7 10-7）１４

山形市球技場

３３（12-5 21-7）１２

新屋Ｇ

あづま総合運動公園

１２（12-10 0-24）３４

原燃テクノロジーセンター

新屋Ｇ

水沢桜づつみＧ

３７（15-12 22-5）１７

６９（31-0 38-7）７

10/14 岩手医棄権 １２（0-38 12-5）４３北里獣棄権

７３（32-7 41-0）７

弘前運動公園 新屋Ｇ 県営運動公園 東根市Ｇ

国際教棄権

５０（24-19 26-0）１９

４０（14-21 26-5）２６

10/21 北里獣棄権 ２４（14-0 10-24）２４ ７（0-21 7-21）４２

10/28 ３１（0-17 31-0）１７

南郷陸上競技場

札幌月寒

弘大医－秋・ノース（入替戦）

大学選手権

学院Ｇ

１７（12-7 5-14）２１

11/4

１０（10-12 0-31）４３

代表決定戦

６６（26-0 40-0）０

１９（7-24 12-0）２４

東北大－東北医

11/18

６２（31-0 31-0）０

（地区対抗プレーオフ）（地区対抗プレーオフ）
八学大－岩手大

国際教－福島大（入替戦）

11/11


