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第34回関東支部学生ラクロスリーグ戦・男子

2022年9月5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 HOME AWAY スコア 勝利チーム

17:20 学習院 一橋 4-8 一橋

19:40 獨協 横浜国立 5-3 獨協

15 月 富士通スタジアム川崎（開幕戦） 15:50 武蔵 中央 3-4 中央

 延期  東海  成蹊

12:00 帝京 東京経済 3-1 帝京

 延期  国士舘  専修

16:40 城西・玉川 駒澤 4-5 駒澤

9:40 武蔵 獨協 3-3

12:00 一橋 横浜国立 4-3 一橋

 延期  学習院  中央

12:00 東洋 東京理科 5-2 東洋

14:50 慶應義塾高校 関東学院 3-3

17:20 成城 日本 6-6

9:50 東海 千葉 5-1 東海

未定
12:20 専修 帝京 4-8 帝京

14:50 東京経済 国士舘 1-5 国士舘

未定

未定

14:00 学習院 武蔵 3-4 武蔵

※非公開 8:30 中央 一橋 6-4 中央

10:40 埼玉 東洋 3-6 東洋

13:20 上智 明星 10-1 上智

9:25 東京 慶應義塾 3-5 慶應義塾

12:00 日本体育 立教 3-9 立教

14:35 早稲田 明治学院 8-3 早稲田

※非公開 9:00 獨協 明治 5-5 引き分け

 延期  東京学芸  法政

13:00 東海 東京農業 6-4 東海

15:20 専修 日本 0-5 日本

17:40 横浜国立 中央 4-6 中央

10:45 青山学院 埼玉 11-5 青山学院

13:15 明治 学習院 5-3 明治

延期  慶應義塾高校  神奈川

18:05 東洋 筑波 3-5 筑波

3 土 ※非公開 8:40 東京学芸 法政 3-12 法政

10:40 武蔵 横浜国立 10-2 武蔵

13:00 明治学院 東京 2-10 東京

15:20 早稲田 日本体育 11-3 早稲田

17:40 明星 成蹊 1-7 成蹊

※非公開 10:00 立教 慶應義塾 5-9 慶應義塾

12:20 成城 帝京

14:50 上智 東海

 延期  東京学芸  東洋

17:20 明治 一橋

10:40 東京理科 法政

13:00 駒澤 関東学院

15:20 日本 国士舘

17:40 神奈川 城西・玉川

本大会は、行政および施設による定め、および試合会場における感染症対策が可能な会場においては、来場報告をご提出の上、
一般観客の来場を可としております。

大会会場名の記載がない試合は、一般観客の来場は不可となります。

「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。

【雨天延期予備枠】

大井ホッケー競技場サブピッチ

大井ホッケー競技場メインピッチ

駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場
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※非公開 9:00 獨協 学習院

11:10 東京農業 明星

未定

10:40 慶應義塾 早稲田

13:00 立教 明治学院

※非公開 8:30 中央 明治

筑波大学セキショウフィールド 14:40 筑波 青山学院

9:25 中央 獨協

12:10 東京理科 東京学芸

14:55 成蹊 東京農業

 延期  筑波  法政

 延期  千葉  上智

法政大学城山多目的グラウンド 11:00 法政 筑波

フクダ電子スクエアB面 16:00 慶應義塾 日本体育

※非公開 9:30 横浜国立 明治

 延期  明星  東海

 延期  神奈川  駒澤

11:10 神奈川 大東文化

未定

※非公開 9:30 千葉 上智

※非公開 11:00 東京 立教

※非公開 10:20 東洋 青山学院

明治学院大学

ヘボンフィールド
未定 明治学院 慶應義塾

※非公開  未定 東京学芸 埼玉

 未定 千葉 成蹊

未定 大東文化 慶應義塾高校

未定 専修 東京経済

10:40 一橋 武蔵

13:00 日本体育 東京

立教大学新座キャンパス

多目的グラウンド
未定 立教 早稲田

未定

10:40 埼玉 筑波

13:00 青山学院 東京理科

15:20 東京農業 上智

17:40 横浜国立 学習院

未定 一橋 獨協

未定 明治学院 日本体育

武蔵大学朝霞

グラウンド
未定 武蔵 明治

東京大学

御殿下グラウンド
未定 東京 早稲田

 縁上  横浜国立  学習院

※非公開 未定 東洋 法政

8 土 未定

未定 筑波 東京学芸

未定 明星 千葉

法政大学城山

多目的グラウンド
未定 法政 青山学院

未定 城西・玉川 大東文化

未定 神奈川 駒澤

未定

法政大学城山

多目的グラウンド
未定 法政 埼玉

未定

未定 1部A1位 1部B2位

未定 1部B1位 1部A2位

 延期  神奈川  大東文化

 延期  東京農業  明星

※非公開 未定 東洋 東京学芸

【雨天延期予備枠】
東京大学検見川総合運動場

駒沢オリンピック公園総合運動場

第一球技場

日

土

日

大井ホッケー競技場

メインピッチ

明治学院大学

ヘボンフィールド

筑波大学セキショウフィールド

大宮けんぽグラウンド

1区画ラグビー場

駒沢オリンピック公園総合運動場

第一球技場

※非公開

大宮けんぽグラウンド

Sフィールド44-47

筑波大学セキショウフィールド

大井ホッケー競技場

サブピッチ
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【雨天延期予備枠】

【雨天延期予備枠】

【雨天延期予備枠】

9月
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17 土
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日

【雨天延期予備枠】

東京大学検見川総合運動場

ラグビー場

大井ホッケー競技場

メインピッチ

10月

【1部優先予備枠】
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