
第18回中四国ラクロスリーグ戦・女子

2010年10月25日現在

※諸事情により、直前に変更が発生する可能性がある旨、予めご了承ください

※各大学グラウンドには駐車場がありませんので、お車での来場はご遠慮頂き、公共交通機関をご利用下さい

　　提供して頂いてる大学側・チーム側への迷惑ともなりますので、必ずお守り下さい

開催日 曜日 試合会場 時間 ブロック HOME(白） AWAY(色) スコア 勝利チーム

8月15日 日
笠岡総合スポーツ公園

陸上競技場
11:00 中国Bブロック 岡山大学 CURIOUS 5-10 CURIOUS

10:00 中国Bブロック 島根大学 岡山大学 0-22 岡山大学

12:00 中国Bブロック 広島女学院大学 山口大学・山口県立大学合同 2-9 山口大学・山口県立大学合同

14:00 中国Aブロック 広島修道大学 広島大学 10-7 広島修道大学

16:00 中国Aブロック 安田女子大学 C-force 3-16 C-force

10:00 中国Bブロック CURIOUS 山口大学・山口県立大学合同 21-2 CURIOUS

12:00 中国Bブロック 島根大学 広島女学院大学 10-6 島根大学

14:00 中国Aブロック 川崎医療福祉大学 C-force 18-3 川崎医療福祉大学

10:00 四国ブロック 愛媛大学 香川大学 17-5 愛媛大学

12:00 四国ブロック 高知大学・高知女子大学合同 CEREJA 2-20 CEREJA

14:00 四国ブロック 松山大学 徳島大学 9-6 松山大学

11:00 四国ブロック 愛媛大学 松山大学 7-4 愛媛大学

13:00 四国ブロック 徳島大学 香川大学 2-11 香川大学

10:00 中国Aブロック 広島大学 C-force 2-9 C-force

12:00 中国Bブロック 岡山大学 山口大学・山口県立大学合同 27-1 岡山大学

14:00 中国Aブロック 広島修道大学 川崎医療福祉大学 4-20 川崎医療福祉大学

10:00 中国Aブロック 広島大学 川崎医療福祉大学 1-22 川崎医療福祉大学

12:00 中国Aブロック 広島修道大学 安田女子大学 17-2 広島修道大学

14:00 中国Bブロック 山口大学・山口県立大学合同 島根大学 13-6 山口大学・山口県立大学合同

10:00 四国ブロック 徳島大学 愛媛大学 6-16 愛媛大学

12:00 四国ブロック CEREJA 香川大学 17-4 CEREJA

14:00 四国ブロック 高知大学・高知女子大学合同 松山大学 5-15 松山大学

10:00 四国ブロック 愛媛大学 CEREJA 6-9 CEREJA

12:00 四国ブロック 松山大学 香川大学 8-6 松山大学

14:00 四国ブロック 徳島大学 高知大学・高知女子大学合同 7-2 徳島大学

10:00 中国Bブロック 広島女学院大学 CURIOUS 0-25 CURIOUS

12:00 中国Aブロック C-force 広島修道大学 6-6 引分け

14:00 中国Aブロック 安田女子大学 川崎医療福祉大学 1-34 川崎医療福祉大学

11:00 四国ブロック 徳島大学 CEREJA 5-21 CEREJA

13:00 四国ブロック 高知大学・高知女子大学合同 愛媛大学 1-19 愛媛大学

10:00 中国Aブロック 安田女子大学 広島大学 9-9 引き分け

12:00 中国Bブロック 岡山大学 広島女学院大学 27-0 岡山大学

14:00 中国Bブロック CURIOUS 島根大学 18-3 CURIOUS

11:00 四国ブロック 松山大学 CEREJA 3-13 CEREJA

13:00 四国ブロック 香川大学 高知大学・高知女子大学合同 14-3 香川大学

10:00 プレーオフ①
川崎医療福祉大学
（中国Aブロック1位)

CURIOUS
(中国Bブロック1位)

6-4 川崎医療福祉大学

12:00 プレーオフ②
愛媛大学

(四国ブロック2位)
C-force

(中国Aブロック2位)
11-2 愛媛大学

14:00 順位決定戦
広島修道大学

(中国Aブロック3位)
山口大学・山口県立大学合同

(中国Bブロック3位)
13-1 広島修道大学

10:00 プレーオフ③
CURIOUS

（プレーオフ①の敗者)
岡山大学

(中国Bブロック2位)
6-12 岡山大学

12:00 FINAL4①
川崎医療福祉大学
(プレーオフ①の勝者)

愛媛大学
(プレーオフ②の勝者)

10-5
川崎医療福祉大学
(決勝戦進出）

14:00 順位決定戦
広島大学

(中国Aブロック4位)
島根大学

(中国Bブロック4位)
10-8 広島大学

11:00 FINAL4②
岡山大学

（プレーオフ③の勝者）
CEREJA

（四国ブロック1位)
14-3

岡山大学
(決勝戦進出)

13:00 順位決定戦
安田女子大学

(中国Aブロック5位)
広島女学院大学
(中国Bブロック5位)

7-5 安田女子大学

11:00 女子決勝戦
岡山大学

（FINAL4②の勝者）
川崎医療福祉大学
（FINAL4①の勝者)

13:45 男子決勝戦
島根大学

(FINAL4①の勝者)
岡山大学

(FINAL4②の勝者)

16:30

広島女学院大学
グラウンド

10月10日 日 玉野スポーツセンター

10月9日 土 玉野スポーツセンター

10月16日 土

11月6日 土
笠岡総合スポーツ公園

陸上競技場

第18回中四国ラクロスリーグ戦　閉会式

9月12日

日
砥部町陶街ゆとり公園

多目的広場

9月25日 飯山総合運動公園土

9月19日

広島女学院大学グラウンド月祝9月20日

水島緑地福田公園日9月5日

9月11日 土
広島修道大学
グラウンド

観音寺市総合運動公園日

9月4日 土
徳島市民運動広場
南岸グラウンド

日8月29日 高知大学農学部運動場

土器川公園10月2日

9月26日
広島女学院大学
グラウンド

日

土

広島大学
西グラウンド

8月22日 日

土
川崎医療福祉大学
グラウンド

8月28日
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