
男子２部南　競技日程
代表者会議● 4月23日(土) 11:40 尚絅学院大学体育館

会議日程　　開　会　式● 4月23日(土) 12:00 尚絅学院大学体育館
閉　会　式● 5月15日(日) 全試合終了後 仙台大学第5体育館

【出場大学】山形大医学部・東北医科薬科大・宮城教育大・福島県立医科大・東北大医学部・東北公益文科大

試合 コート

開始 試合順 ① ②

第１日・予選リーグ 13:00 E-1 山大医 × 公益大 宮教大 福県医

4月23日(土) E-2 医薬大 × 東北医 山大医 公益大

尚絅学院大学体育館 E-3 宮教大 × 福県医 医薬大 東北医

第２日・予選リーグ 10:00 E-1 山大医 × 東北医 公益大 宮教大

4月24日(日) E-2 医薬大 × 福県医 東北医 山大医

尚絅学院大学体育館 E-3 宮教大 × 公益大 福県医 医薬大

第３日・予選リーグ 11:30 E-1 山大医 × 福県医 東北医 公益大

4月30日(土) E-2 医薬大 × 宮教大 山大医 福県医

東北医科薬科大学体育館 E-3 東北医 × 公益大 医薬大 宮教大

第４日・予選リーグ 10:00 E-1 山大医 × 宮教大 東北医 福県医

5月1日(日) E-2 医薬大 × 公益大 宮教大 山大医

東北医科薬科大学体育館 E-3 福県医 × 東北医 公益大 医薬大

第５日・予選リーグ 13:00 C-1 山大医 × 医薬大 福県医 公益大

5月7日(土) C-2 宮教大 × 東北医 山大医 医薬大

山形大学飯田キャンパス体育館 C-3 福県医 × 公益大 宮教大 東北医

第６日・順位決定リーグ 第1試合 C-2 予選1位 × 予選3位 予選6位 予選4位

5月8日(日) 10:00 C-3 予選4位 × 予選6位 予選3位 予選1位

山形大学飯田キャンパス体育館

第７日・順位決定リーグ 13:00 B-1 予選5位 × 予選6位 予選2位 予選3位

5月14日(土) A-3 予選2位 × 予選3位 予選5位 予選6位

仙台大学第5体育館

第８日・順位決定リーグ 10:00 B-1 予選4位 × 予選5位 予選1位 予選2位

5月15日(日) A-3 予選1位 × 予選2位 予選4位 予選5位

仙台大学第5体育館

女子２部南　競技日程
代表者会議● 4月23日(土) 11:40 東北公益文科大学体育館

会議日程　　開　会　式● 4月23日(土) 12:00 東北公益文科大学体育館
閉　会　式● 5月15日(日) 全試合終了後 仙台大学第5体育館

【出場大学】聖和学園短期大・東北公益文科大・宮城教育大・山形大・福島県立医科大・東北大

試合 コート

開始 試合順 ① ②

第１日・予選リーグ 13:00 D-1 聖和短 × 東北大 宮教大 山形大

4月23日(土) D-2 公益大 × 福県医 聖和短 東北大

東北公益文科大学体育館 D-3 宮教大 × 山形大 公益大 福県医

第２日・予選リーグ 10:00 D-1 聖和短 × 福県医 東北大 宮教大

4月24日(日) D-2 公益大 × 山形大 福県医 聖和短

東北公益文科大学体育館 D-3 宮教大 × 東北大 山形大 公益大

第３日・予選リーグ 11:30 F-1 聖和短 × 山形大 福県医 東北大

4月30日(土) F-3 公益大 × 宮教大 聖和短 山形大

東北医科薬科大学体育館 F-5 福県医 × 東北大 公益大 宮教大

第４日・予選リーグ 10:00 F-1 聖和短 × 宮教大 福県医 山形大

5月1日(日) F-3 公益大 × 東北大 宮教大 聖和短

東北医科薬科大学体育館 F-5 山形大 × 福県医 東北大 公益大

第５日・予選リーグ 13:00 E-1 聖和短 × 公益大 山形大 東北大

5月7日(土) E-2 宮教大 × 福県医 聖和短 公益大

聖和学園短期大学体育館 E-3 山形大 × 東北大 宮教大 福県医

第６日・順位決定リーグ 10:00 E-1 予選1位 × 予選3位 予選6位 予選4位

5月8日(日) E-2 予選4位 × 予選6位 予選3位 予選1位

聖和学園短期大学体育館

第７日・順位決定リーグ 10:00 C-1 予選5位 × 予選6位 予選2位 予選3位

5月14日(土) C-2 予選2位 × 予選3位 予選5位 予選6位

仙台大学第5体育館
第８日・順位決定リーグ 第1試合 C-2 予選4位 × 予選5位 予選1位 予選2位

5月15日(日) 10:00 C-4 予選1位 × 予選2位 予選4位 予選5位
仙台大学第5体育館

コートオフィシャル

コートオフィシャル

第４８回　東北バレーボール大学男女リーグ戦

対戦カード

対戦カード

第４８回　東北バレーボール大学男女リーグ戦



男子３部南　競技日程
代表者会議● 5月7日(土) 11:45 山形大学飯田キャンパス体育館

会議日程　　開　会　式● 5月7日(土) 12:00 山形大学飯田キャンパス体育館
閉　会　式● 5月15日(日) 全試合終了後 日本大学工学部体育館

【出場大学】日本大学工学部・山形大工学部・東北学院大工学部・東北文教大・東北大歯学部・宮城大

試合 コート

開始 試合順 ① ②

第１日・予選リーグ 13:00 D-1 日大工 × 宮城大 学院工

5月7日(土) D-2 山大工 × 東北歯 日大工

山形大学飯田キャンパス体育館 D-3 学院工 × 文教大 山大工

第２日・予選リーグ 10:00 D-1 日大工 × 東北歯 宮城大

5月8日(日) 10:00 C-1 山大工 × 文教大 学院工

山形大学飯田キャンパス体育館 D-2 学院工 × 宮城大 文教大

D-3 日大工 × 文教大 東北歯

D-4 山大工 × 学院工 日大工

D-5 東北歯 × 宮城大 山大工

第４日・予選リーグ 10:30 E-1 日大工 × 学院工 東北歯

5月14日(土) 10:30 F-1 山大工 × 宮城大 文教大

日本大学工学部体育館 E-2 文教大 × 東北歯 宮城大

E-3 日大工 × 山大工 文教大

E-4 学院工 × 東北歯 日大工

E-5 文教大 × 宮城大 学院工

第６日・順位決定リーグ 10:00 F-1 予選1位 × 予選3位 予選5位

5月15日(日) E-3 予選2位 × 予選3位 東工大

日本大学工学部体育館 E-5 予選1位 × 予選2位 文化大

F-2 予選4位 × 予選6位 予選1位

F-3 予選5位 × 予選6位 予選4位

F-4 予選4位 × 予選5位 予選6位

女子３部南　競技日程
代表者会議● 4月30日(土) 10:15 東北医科薬科大学体育館

会議日程　　開　会　式● 4月30日(土) 10:30 東北医科薬科大学体育館
閉　会　式● 5月8日(日) 全試合終了後 聖和学園短期大学体育館

【出場大学】東北文教大・宮城大・東北文化学園大・東北医科薬科大

試合 コート

開始 試合順 ① ②

第１日・１回戦 第1試合 F-2 文教大 × 医薬大 宮城大 文化大

4月30日(土) 11:30 F-4 宮城大 × 文化大 文教大 医薬大

東北医科薬科大学体育館

第２日・１回戦 第1試合 F-2 文教大 × 文化大 医薬大 宮城大

5月1日(日) 10:00 F-4 宮城大 × 医薬大 文化大 文教大

東北医科薬科大学体育館

第３日・２回戦 13:00 F-1 文化大 × 医薬大 文教大 宮城大

5月7日(土) F-2 文教大 × 宮城大 文化大 医薬大

聖和学園短期大学体育館 F-3 文教大 × 医薬大 宮城大 文化大

F-4 宮城大 × 文化大 文教大 医薬大

第２日・２回戦 10:00 F-1 文教大 × 文化大 医薬大 宮城大

5月8日(日) F-2 宮城大 × 医薬大 文化大 文教大

聖和学園短期大学体育館 F-3 文化大 × 医薬大 文教大 宮城大

F-4 文教大 × 宮城大 文化大 医薬大

第４８回　東北バレーボール大学男女リーグ戦

第４８回　東北バレーボール大学男女リーグ戦

対戦カード

コートオフィシャル

コートオフィシャル

対戦カード



男子４部南　競技日程
代表者会議● 5月14日(土) 10:30 日本大学工学部体育館

会議日程　　開　会　式● 5月14日(土) 10:45 日本大学工学部体育館
閉　会　式● 5月15日(日) 全試合終了後 日本大学工学部体育館

【出場大学】石巻専修大・東北文化学園大・東北工業大

試合 コート

開始 試合順

第１日・１回戦 第1試合 F-2 専修大 × 東工大 文化大

5月14日(土) 10:30 F-3 文化大 × 東工大 専修大

日本大学工学部体育館 F-4 専修大 × 文化大 東工大

第２日・２回戦 10:00 E-1 専修大 × 東工大 3部予選2位

5月15日(日) E-2 文化大 × 東工大 専修大

日本大学工学部体育館 E-4 専修大 × 文化大 3部予選3位

補助役員対戦カード

第４８回　東北バレーボール大学男女リーグ戦


