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第25回 北海道学生ラクロスリーグ戦･男子

2019年10月12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

月 日 曜日 試合会場 試合時刻 リーグ／ブロック HOME（白） AWAY（色） スコア 勝利チーム

11:30 開幕戦[男子] 北海道 北海学園 7-3 北海道

14:30 開幕戦[女子] 北海道 北翔 4-4 引き分け

9:30 学生リーグ 札幌学院 北海道 0-27 北海道

12:00 学生リーグ 小樽商科 北翔 5-4 小樽商科

24 土 前田森林公園 9:30 学生リーグ 北星学園 北海道科学 10-2 北星学園

9:30 学生リーグ 北海道科学 北海学園 2-19 北海学園

12:00 学生リーグ 小樽商科 札幌学院

14:30 学生リーグ 北星学園 北海道

9 9:30 学生リーグ 北星学園 北海学園 2-12 北海学園

12:00 学生リーグ 北海道科学 小樽商科 3-10 小樽商科

14:30 学生リーグ 北翔 札幌学院 16-0 北翔

9:30 学生リーグ 北海道 北海道科学 14-4 北海道

14 12:00 学生リーグ 小樽商科 北海学園 4-9 北海学園

14:30 学生リーグ 北翔 北星学園 6-3 北翔

9:30 学生リーグ 小樽商科 北海道 1-7 北海道

12:00 学生リーグ 北海学園 北翔 5-2 北海学園

14:30 学生リーグ 北海道科学 札幌学院 7-6 北海道科学

13:30 学生リーグ 北星学園 北海道 4-8 北海道

16:00 学生リーグ 小樽商科 札幌学院 9-4 小樽商科

9:30 学生リーグ 北海道 北翔

12:00 学生リーグ 札幌学院 北海学園

14:30 学生リーグ 小樽商科 北星学園

12:30 学生リーグ 札幌学院 北星学園 2-21 北星学園

15:00 学生リーグ 北翔 北海道科学 9-2 北翔

9:30 学生リーグ 北海道 北翔

12:00 学生リーグ 札幌学院 北海学園

14:30 学生リーグ 小樽商科 北星学園 0-4 北星学園

9:30 学生リーグ 北海道 北翔 2-3 北翔

12:00 学生リーグ 札幌学院 北海学園 1-16 北海学園

11:00 決勝戦[男子]
北海道

[リーグ1位]
北海学園

[リーグ2位]
6-1 北海道

14:30 決勝戦[女子]
北海道

[リーグ1位]
北翔

[リーグ2位]
10-7 北海道

28 札幌市円山競技場土

台風接近による豪雨のため
9/29(日)に延期

前田森林公園日29
雷のため10/5(土)に延期

21 土 北星学園大学

23 月祝 前田森林公園

「夏季における試合催行に向けた協会の方針」に則り、前日・当日の急な試合延期となる可能性があります。

12 月祝 札幌市円山競技場

17 土 前田森林公園

8

前田森林公園土31
雷雨のため9/21(土)に延期

土 前田森林公園7

月祝 前田森林公園16

土 前田森林公園

厚別公園競技場土12
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5 土 前田森林公園
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※参考：第11回ラクロス全日本大学選手権大会・日程（HOME/AWAYは後日変更の可能性有り）

2 土 洛西浄化センター球技場 11:00
大学選手権
2地区予選

東北大学
[ 東北1位 ]

徳島大学
[ 中四国1位 ]

16 土 港サッカー場 11:00
大学選手権

1回戦①
11/3決定

[ 東海1位 ]

11/2決定
[ 九州1位 ]

17 日 弘進ゴムアスリートパーク仙台 14:00
大学選手権

1回戦②
北海道大学

[ 北海道1位 ]
[ 2地区1位 ]

SAGAサンライズパーク球技場 11:00 大学選手権
準決勝

11/9決定
[ 関東1位 ]

[ 1回戦①勝者 ]

ヤンマーフィールド長居 14:00 大学選手権
準決勝

11/4決定
[ 関西1位 ]

[ 1回戦②勝者 ]

12 1 日 駒沢陸上競技場 14:00 大学選手権
決勝

[ 準決勝勝者 ] [ 準決勝勝者 ]
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24 日
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