
- - - - - - - - - - -

- - - - - - 山形中央 黒北A

- - 郡山北工業 黒工A ラサールB 平工業 仙台工業 宮古 不来方 - 仙台高校

- 花巻東 仙台一 男鹿工業 山の手A 佐沼合同 盛岡南 金足農業A 育英A 宮古 仙台三 花巻東 佐沼合同 仙台一 黒工B 山形中央 - 山の手A

- 黒工A 男鹿工業 ラサールB 盛工 不来方 郡山北工業 黒北B 金足農業B ラサールA 金足農業A 秋田合同 石巻工業 黒工A - 郡山北工業 秋田工業１年 仙台工業 不来方 山の手B

- 仙台工業 花巻東 育英B 山の手B 佐沼合同 盛岡南 金足農業A 平工業 平工業（終了） 花巻東 秋田合同 - 仙台三 黒工B - 育英B 男鹿工業 - 宮古 山の手A 黒北A

- 黒工B 山の手B 盛工 ラサールA 不来方 育英B 平工業 金足農業B - - 金足農業B 石巻工業 山形中央 仙台高校

- - - 黒工C 秋田工業1年 郡山北工業 盛岡南 黒北A 金足農業A - - 秋田工業１年 黒工C 山の手B（終了） 黒北B

オール岩手 - 郡山北工業 山の手 - 育英 - - 釜石合同 秋田中央B 郡山北工業 佐沼合同 黒北 平工業 仙台工業 黒工B 宮古 石巻工業 男鹿工業 仙台一

オール岩手 - 育英 山の手 郡山北工業 育英A ラサールA 山の手A 宮古 黒工A 秋田中央A 秋田工業１年 釜石合同 黒工C 佐沼合同 仙台三 ラサールB 花巻東 仙台一

オール岩手 山の手 育英 郡山北工業 仙台工業 男鹿工業 山形中央 盛工 不来方 仙台一 黒工B 金足農業B 秋田合同 ラサールB 男鹿工業 育英A

山形中央 宮古 育英B 山の手B ラサールA 秋田中央A 黒工A ラサールA 育英１年 秋田工業１年

宮古 育英A 花巻東 山の手B 釜石合同 ラサールB -

- - - - -

- - - - -

- - -

秋田合同 黒工A 黒北A - 仙台工業 -

男鹿工業 - ラサールA 黒工A - 育英A -

秋田合同 - 黒北B 黒工B - ラサールB -

男鹿工業 - 黒工A 育英A 黒北A

秋田合同 - 仙台工業 - -

-

- - -

みやｋ

北上総合運動公園
第一運動場B

（雨天時：会場変更）

北上総合運動公園
第二運動場（人工芝）
（雨天時：スケジュール変

更）

北上総合運動公園
補助競技場

（雨天時：会場変更）

和賀川グリーンパーク
（雨天時：雨天時用会場）

9:30～ 9:30～

5月3日（木） 5月4日（金）

北上総合運動公園
第一運動場A（人工芝）

雨天時　第二運動場（人工芝）
別スケジュール

北上総合運動公園
第一運動場A

（雨天時：会場変更）

北上総合運動公園
第一運動場B

（雨天時：会場変更）

北上総合運動公園
第二運動場（人工芝）
（雨天時：スケジュール変

更）

北上総合運動公園
補助競技場

（雨天時：会場変更）

和賀川グリーンパーク
（雨天時：雨天時用会場）

北上総合運動公園
第一運動場A

（雨天時：会場変更）

北上総合運動公園
第一運動場B

雨天時　第二運動場にて
別スケジュール

5月2日（水）

9:30～

11:00～ 11:00～

10:30～ 10:30～ 10:30～

10:00～ 10:00～ 10:00～

11:00～

12:30～

12:00～ 12:00～ 12:00～

11:30～ 11:30～ 11:30～

13:00～ 13:00～

12:30～ 12:30～

13:30～ 13:30～ 13:30～

13:00～

14:30～ 14:30～ 14:30～

14:00～ 14:00～ 14:00～

15:00～ 15:00～ 15:00～

16:00～ 16:00～

15:30～ 15:30～ 15:30～

16:00～

16:30～ 16:30～ 16:30～

北上総合運動公園
第一運動場A

北上総合運動公園
第一運動場B

北上総合運動公園
第二運動場（人工芝）

（雨天時：スケジュール変更）

5月5日（土）

10:30～ 10:30～

9:30～ 9:30～ ①ｹﾞｰﾑは原則、25分ロスタイム無しとする。
②試合の終了時はその場で挨拶し終了とする。
③駐車については駐車場にし、路上駐車は避けること。
④総合運動公園体育館への立入は禁止とする。
⑤雨天時については、当日朝の段階で各高校担当者へ本部より連絡あり、第２運動場（人工芝）・わ
が川グリーンパークにて参加高校により別スケジュールを決定
連絡窓口
黒沢尻工業高校
阿部昇

10:00～ 10:00～

11:00～ 11:00～

11:30～ 11:30～

13:00～ 13:00～

12:00～ 12:00～

12:30～ 12:30～

会場設営

第一運動場AB
補助運動場

テント設営 ライン引き

第二運動場

テント設営

芝生養生 会場準備

芝生養生

芝生養生

芝生養生

芝生養生

芝生養生

4時間制限 ４時間制限 時間指定なし１時間×1500

芝生養生 会場準備


