
・前期 2015/7/21 現在

開催日 会場 当番校 Kick off 対戦カード マッチNo 副審 四審

第１節 ６月１３日（土） 日吉天然芝 函教大 13:00 函教大　-　樽商大 201 地区協会 樽商大

第１節 ６月１４日(日） 東光スポーツ公園 旭教大 10:00 旭教大　-　旭医大 202 旭教大　-　旭医大 旭医大

第１節 ６月１４日(日） 医療大 医療大 11:00 北大医　-　札医大 203 文教大　-　医療大 札医大

第１節 ６月１４日(日） 医療大 医療大 13:15 文教大　-　医療大 204 北大医　-　札医大 文教大

第２節 ６月２０日（土） 札幌ドーム人工 北大医 10:00 北大医　-　医療大 205 旭教大　-　札医大 医療大

第２節 ６月２０日（土） 札幌ドーム人工 北大医 12:00 旭教大　-　札医大 206 旭医大　-　樽商大 札医大

第２節 ６月２０日（土） 札幌ドーム人工 北大医 14:00 旭医大　-　樽商大 207 北大医 樽商大

第２節 ６月２１日（日） 日吉天然芝 函教大 10:00 函教大　-　文教大 208 地区協会 文教大

第３節 ７月１２日（日） 東光スポーツ公園 旭教大 12:00 旭教大　-　樽商大 209 旭医大　-　文教大 樽商大

第３節 ７月１２日（日） 東光スポーツ公園 旭教大 14:15 旭医大　-　文教大 210 旭教大　-　樽商大 旭医大

第３節 ７月１２日（日） 医療大 医療大 11:00 札医大　-　医療大 211 札医大　-　医療大 札医大

第３節 ７月１２日（日） 日吉天然芝 函教大 10:00 北大医　-　函教大 212 地区協会 北大医

第４節 ７月１８日（土） 文教大 文教大 11:00 文教大　-　北大医 213 旭教大　-　函教大 北大医

第４節 ７月１８日（土） 文教大 文教大 13:15 旭教大　-　函教大 214 文教大　-　北大医 旭教大

第４節 ７月１８日（土） 夕張多目的 札医大 11:00 樽商大　-　札医大 215 医療大　-　旭医大 旭医大

第４節 ７月１８日（土） 夕張多目的 札医大 13:15 医療大　-　旭医大 216 樽商大　-　札医大 樽商大

第５節 ７月１９日（日） 北大 北大医 13:15 旭教大　-　北大医 217 函教大　-　旭医大 旭教大

第５節 ７月１９日（日） 北大 北大医 15:30 函教大　-　旭医大 218 旭教大　-　北大医 函教大

第５節 ７月１９日（日） 文教大 札医大 11:00 文教大　-　札医大 219 医療大　-　樽商大 文教大
文教大-札医大

第５節 ７月１９日（日） 文教大 札医大 13:15 医療大　-　樽商大 220 文教大　-　札医大 樽商大

第６節 ８月２３日（日） 東光スポーツ公園 旭医大 11:00 旭医大　-　北大医 221 旭教大　-　医療大 北大医

第６節 ８月２３日（日） 東光スポーツ公園 旭医大 13:15 旭教大　-　医療大 222 旭医大　-　北大医 旭教大

第６節 ８月２３日（日） 岩教大 樽商大 13:30 樽商大　-　文教大 223 樽商大　-　文教大 文教大

第６節 ８月２３日（日） 日吉天然芝 函教大 10:00 札医大　-　函教大 224 地区協会 札医大

第７節 ８月２９日（土） 文教大 文教大 11:00 旭教大　-　文教大 225 樽商大　-　北大医 旭教大

第７節 ８月２９日（土） 文教大 文教大 13:00 樽商大　-　北大医 226 札医大　-　旭医大 北大医

第７節 ８月２９日（土） 文教大 文教大 15:00 札医大　-　旭医大 227 文教大 札医大

第７節 ８月３０日（日） 日吉人工芝 函教大 10:00 医療大　-　函教大 228 地区協会 医療大

・後期

開催日 会場 当番校 Kick off 対戦カード マッチNo 副審 四審

第１節 ９月１３日（日） 東光スポーツ公園 旭教大 10:00 旭教大　-　旭医大 229 旭教大　-　旭医大 旭医大

第１節 ９月１３日（日） 日吉人工芝 函教大 10:00 函教大　-　樽商大 230 地区協会 樽商大

第１節 ９月１３日（日） 医療大 医療大 11:00 北大医　-　札医大 231 文教大　-　医療大 札医大

第１節 ９月１３日（日） 医療大 医療大 13:15 文教大　-　医療大 232 北大医　-　札医大 文教大

第２節 ９月１９日（土） 忠和 旭教大 11:00 旭教大　-　札医大 233 旭医大　-　樽商大 札医大

第２節 ９月１９日（土） 忠和 旭教大 13:15 旭医大　-　樽商大 234 旭教大　-　札医大 樽商大

第２節 ９月１９日（土） 日吉天然芝 函教大 10:00 函教大　-　文教大 235 地区協会 文教大

第２節 ９月１９日（土） 夕張多目的 北大医 13:15 北大医　-　医療大 236 大谷大　-　科学大 医療大

第３節 ９月２６日（土） 小樽望洋 樽商大 11:00 旭教大　-　樽商大 237 札医大　-　医療大 樽商大

第３節 ９月２６日（土） 小樽望洋 樽商大 13:15 札医大　-　医療大 238 旭教大　-　樽商大 札医大

第３節 ９月２６日（土） 文教大 文教大 11:00 旭医大　-　文教大 239 旭医大　-　文教大 旭医大

第３節 ９月２６日（土） 日吉人工芝 函教大 10:00 北大医　-　函教大 240 地区協会 北大医

第４節 １０月１１日（日） 文教大 文教大 11:00 文教大　-　北大医 241 旭教大　-　函教大 北大医

第４節 １０月１１日（日） 文教大 文教大 13:15 旭教大　-　函教大 242 文教大　-　北大医 旭教大

第４節 １０月１１日（日） 医療大 医療大 11:00 医療大　-　旭医大 243 樽商大　-　札医大 札医大

第４節 １０月１１日（日） 医療大 医療大 13:15 樽商大　-　札医大 244 医療大　-　旭医大 旭医大

第５節 １０月１２日（月） 文教大 文教大 11:00 函教大　-　旭医大 245 文教大　-　札医大 旭医大

第５節 １０月１２日（月） 文教大 文教大 13:15 文教大　-　札医大 246 函教大　-　旭医大 札医大

第５節 １０月１２日（月） 北　大 北大医 10:00 旭教大　-　北大医 247 医療大　-　樽商大 北大医

第５節 １０月１２日（月） 北　大 北大医 12:15 医療大　-　樽商大 248 旭教大　-　北大医 樽商大

第６節 １０月３日（土） 夕張多目的 樽商大 13:15 樽商大　-　文教大 249 樽商大　-　文教大 文教大

第６節 １０月４日（日） 日吉 函教大 10:00 札医大　-　函教大 250 地区協会 札医大

第６節 １０月１７日（土） 東光スポーツ公園 旭医大 10:00 旭医大　-　北大医 251 旭教大　-　医療大 北大医

第６節 １０月１７日（土） 東光スポーツ公園 旭医大 12:00 旭教大　-　医療大 252 旭医大　-　北大医 旭教大

第７節 １０月２４日（土） 東光スポーツ公園 旭医大 10:00 札医大　-　旭医大 253 旭教大　-　文教大 札医大

第７節 １０月２４日（土） 東光スポーツ公園 旭医大 12:00 旭教大　-　文教大 254 札医大　-　旭医大 旭教大

平成２７年度　第３４回北海道学生サッカーリーグ　２部リーグ日程表



第７節 １０月２４日（土） 日吉天然芝 函教大 10:00 医療大　-　函教大 255 地区協会 医療大

第７節 １０月２４日（土） 札教大 樽商大 13:15 　樽商大　-　北大医　 256 国際大　-　札教大 北大医

１部２部入れ替え戦

１１月１日（土） 岩教大 学連事務局 11:00 １部７位　-　２部２位 157 地区協会 学連事務局

２部３部入れ替え戦

１１月１日（土） 岩教大 学連事務局 14:00 ２部７位　-　３部２位 257 地区協会 学連事務局

※９月１９日（土）No.236、１０月２４日（土）No.256は３部リーグと同会場です。

※１０月３日（土）No.252は１部リーグと同会場です。


