
2019年度　道南１８リーグ　対戦表 前期

節 日程 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 節 日程

第1節 4月13日 9:30 苫小牧工業 vs 苫小牧東 10:00 函館大谷 ｖｓ 静内 9:30 室蘭栄 vs 室東翔 9:30 七飯 vs 函館商業 第1節 4月13日

土 11:40 函大有斗 ｖｓ 北海道栄 12:10 道大谷室蘭セカンド vs 浦河ＳＣ 11:40 伊達緑ヶ丘 vs 函館西 11:40 大谷室蘭 ｖｓ 市立函館 土

13:50 苫小牧中央 vs 道栄セカンド 13:50 室蘭清水丘 vs 函大有斗セカンド 9:30 函館中部 vs 函館稜北

11:40 駒大苫小牧セカンド ｖｓ 函館工業

第2節 5月3日 9:30 苫小牧工業 vs 室蘭栄 11:00 AERU 浦河ＳＣ vs 苫小牧東 浦河 9:40 室蘭清水丘 vs 伊達緑ヶ丘 9:30 函大有斗 ｖｓ 函館大谷 第2節 5月3日

金 11:40 駒大苫小牧セカンド ｖｓ 静内 11:50 大谷室蘭 ｖｓ 函館工業 11:40 函館大谷セカンド vs 函館商業 金

13:50 苫小牧中央 vs 室東翔 14:00 道大谷室蘭セカンド vs 道栄セカンド 13:50 七飯 vs 函大有斗セカンド

9:30 函館中部 vs 函館西

11:40 市立函館 ｖｓ 北海道栄

第3節 5月6日 9:30 苫小牧中央 vs 苫小牧工業 10:00
静内高校
Gor左岸 函館工業 ｖｓ 静内 静内 10:00 道栄セカンド vs 室東翔 9:30 市立函館 ｖｓ 函館大谷 第3節 5月6日

月 11:40 大谷室蘭 ｖｓ 北海道栄 12:10 函館中部 vs 室蘭清水丘 11:40 函館大谷セカンド vs 函館稜北 月

13:50 道大谷室蘭セカンド vs 苫小牧東 11:00 七飯 vs 伊達緑ヶ丘 9:30 函館商業 vs 函大有斗セカンド

13:10 浦河ＳＣ vs 室蘭栄 11:40 駒大苫小牧セカンド ｖｓ 函大有斗

第4節 5月11日 10:00 道栄セカンド vs 苫小牧工業 10:00 道大谷室蘭セカンド vs 室東翔 9:30 函館工業 ｖｓ 函大有斗 第4節 5月11日

土 12:10 北海道栄 ｖｓ 函館大谷 12:10 函館商業 vs 伊達緑ヶ丘 11:40 函館大谷セカンド vs 函大有斗セカンド 土

9:30 苫小牧東 vs 室蘭栄 14:20 入江多目 大谷室蘭 ｖｓ 静内 未定 七飯 vs 函館中部

11:40 市立函館 ｖｓ 駒大苫小牧セカンド 未定 函館稜北 vs 函館西

13:50 浦河ＳＣ vs 苫小牧中央

第5節 6月1日 9:30 苫小牧東 vs 苫小牧中央 11:00 AERU 道栄セカンド vs 浦河ＳＣ 浦河 9:30 道大谷室蘭セカンド vs 室蘭栄 9:30 静内 ｖｓ 函大有斗 第5節 6月1日

土 11:40 室東翔 vs 苫小牧工業 11:40 函大有斗セカンド vs 伊達緑ヶ丘 11:40 大谷室蘭 ｖｓ 函館大谷 土

13:50 北海道栄 ｖｓ 駒大苫小牧セカンド 13:50 函館稜北 vs 室蘭清水丘 13:50 函館工業 ｖｓ 市立函館

10:00 函館商業 vs 函館中部

12:10 函館大谷セカンド vs 函館西

第6節 6月8日 10:00 緑ヶ丘 苫小牧東 vs 道栄セカンド 苫東 11:00
静内高校
Gor左岸 静内 ｖｓ 市立函館 静内 11:00 函館西 vs 室蘭清水丘 9:30 函館稜北 vs 七飯 第6節 6月8日

土 13:10 大谷室蘭 ｖｓ 函大有斗 11:40 函館大谷 ｖｓ 駒大苫小牧セカンド 土

10:00 道大谷室蘭セカンド vs 苫小牧工業 13:50 函館大谷セカンド vs 伊達緑ヶ丘

12:10 室東翔 vs 浦河ＳＣ 9:30 函大有斗セカンド vs 函館中部

14:20 室蘭栄 vs 苫小牧中央 11:40 北海道栄 ｖｓ 函館工業

ウインドウ１＆再エントリー
節 日程 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 節 日程

第7節 6月22日 10:00 室蘭栄 vs 道栄セカンド 11:00 AERU 苫小牧工業 vs 浦河ＳＣ 浦河 10:30 入江多目函館大谷セカンド vs 室蘭清水丘 室清水 9:30 函大有斗 ｖｓ 市立函館 第7節 6月22日

土 12:10 静内 ｖｓ 北海道栄 11:40 函館大谷 ｖｓ 函館工業 土

9:30 室東翔 vs 苫小牧東 13:50 函館西 vs 七飯

11:40 大谷室蘭 ｖｓ 駒大苫小牧セカンド 未定 伊達緑ヶ丘 vs 函館中部

13:50 道大谷室蘭セカンド vs 苫小牧中央 未定 函館稜北 vs 函館商業

緑ヶ丘 苫東
静内高校G 静内

室清水 室清水
FP(C） 七飯

苫小牧 日高 室蘭 函館

FP(D) 工業

稜北 稜北

緑ヶ丘 苫工業 まなび 伊達緑 FP（C） 有斗

FP（D) 市立

緑ヶ丘 苫中央 室清水 室清水 FP（C) 市立

FP（D) 商業

緑ヶ丘
or苫駒
大学

道栄 入江芝
道大谷

FP（C) 有斗

緑ヶ丘 苫東

緑ヶ丘 苫中央
室清水 室清水 FP（C) 大谷

室栄 室栄

苫小牧 日高 室蘭 函館

緑ヶ丘
or苫駒
大学

道栄
FP（C)

中部 中部

室清水 室清水
FP（C) 稜北

室栄 室栄
FP（D) 工業

七飯

緑ヶ丘 苫中央
商業 商業



2019年度　道南１８リーグ　対戦表 後期

節 日程 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 節 日程

第8節 6月29日 9:30 苫小牧工業 vs 苫小牧東 9:30 室蘭栄 vs 室東翔 9:30 函館大谷 ｖｓ 静内 第8節 6月29日

土 11:40 駒大苫小牧セカンド ｖｓ 函館工業 11:40 道大谷室蘭セカンド vs 浦河ＳＣ 11:40 函大有斗 ｖｓ 北海道栄 土

13:50 苫小牧中央 vs 道栄セカンド 13:50 大谷室蘭 ｖｓ 市立函館 13:50 函館大谷セカンド vs 函館中部

9:00 函大有斗セカンド vs 函館稜北

11:10 室蘭清水丘 vs 七飯

13:20 函館西 vs 函館商業

別日程 6月30日 11:00 緑ヶ丘 市立函館 ｖｓ 北海道栄 道栄 11:00 AERU 浦河ＳＣ vs 苫小牧東 浦河 11:00 伊達緑ヶ丘 vs 函館稜北 別日程 6月30日

日 13:10 室蘭清水丘 vs 函館商業 日

第9節 7月6日 11:00
静内高校
Gor左岸

駒大苫小牧セカンド ｖｓ 静内 静内 9:30 函大有斗 ｖｓ 函館大谷 第9節 7月6日

土 11:40 大谷室蘭 ｖｓ 函館工業 土

別日程 7月7日 10:00 市立 市立函館 ｖｓ 函館大谷 市立 別日程 7月7日

日 日

別日程 7月13日 10:00 苫小牧中央 vs 室東翔 9:30 函館大谷セカンド vs 七飯 別日程 7月13日

土 12:10 苫小牧工業 vs 室蘭栄 11:40 函館西 vs 函大有斗セカンド 土

別日程 7月15日 10:00 苫小牧中央 vs 苫小牧工業 別日程 7月15日

月 12:10 道大谷室蘭セカンド vs 道栄セカンド 月

第10節 7月20日 11:00 駒大苫小牧セカンド ｖｓ 函大有斗 11:00 AERU 浦河ＳＣ vs 室蘭栄 浦河 大谷室蘭 ｖｓ 北海道栄 第10節 7月20日

土 13:10 道栄セカンド vs 室東翔 道大谷室蘭セカンド vs 苫小牧東 土

函館工業 ｖｓ 静内

第11節 7月27日 10:00 緑ヶ丘 道栄セカンド vs 苫小牧工業 苫工業 11:00 浦河ＳＣ vs 苫小牧中央 道大谷室蘭セカンド vs 室東翔 第11節 7月27日

土 13:10 大谷室蘭 ｖｓ 静内 苫小牧東 vs 室蘭栄 市立函館 ｖｓ 駒大苫小牧セカンド 土

9:30 函館工業 ｖｓ 函大有斗

11:40 北海道栄 ｖｓ 函館大谷

第12節 8月17日 10:00 苫小牧東 vs 苫小牧中央 10:00 道栄セカンド vs 浦河ＳＣ 道大谷室蘭セカンド vs 室蘭栄 第12節 8月17日

土 12:10 北海道栄 ｖｓ 駒大苫小牧セカンド 12:10 静内 ｖｓ 函大有斗 大谷室蘭 ｖｓ 函館大谷 土

室東翔 vs 苫小牧工業

函館工業 ｖｓ 市立函館

ウインドウ２＆再エントリー
節 日程 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 節 日程

第13節 9月7日 9:30 苫小牧東 vs 道栄セカンド 11:00 AERU 室東翔 vs 浦河ＳＣ 浦河 道大谷室蘭セカンド vs 苫小牧工業 第13節 9月7日

土 11:40 北海道栄 ｖｓ 函館工業 土

9:30 室蘭栄 vs 苫小牧中央

11:40 函館大谷 ｖｓ 駒大苫小牧セカンド 静内 ｖｓ 市立函館

大谷室蘭 ｖｓ 函大有斗

第14節 9月14日 10:00 緑ヶ丘 苫小牧工業 vs 浦河ＳＣ 苫工業 11:00
静内高校
Gor左岸

静内 ｖｓ 北海道栄 静内 道大谷室蘭セカンド vs 苫小牧中央 函大有斗 ｖｓ 市立函館 第14節 9月14日

土 大谷室蘭 ｖｓ 駒大苫小牧セカンド 土

函館大谷 ｖｓ 函館工業

10:00 室蘭栄 vs 道栄セカンド

12:10 室東翔 vs 苫小牧東

節 日程 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 時間 会場 当番 節 日程

緑ヶ丘 苫工業 まなび 道大谷 FP（C) 大谷

苫小牧 日高 室蘭 函館

有斗

緑ヶ丘
or苫駒
大学

苫中央

有斗
（見晴）

有斗

月浦
ポロモイ

伊達緑

FP（C) 大谷

緑ヶ丘 駒澤
入江多目 道大谷 FP（C)

FP（D)

室栄 室栄 有斗G

工業

AERU 浦河 まなび 室東翔 FP（C) 市立

入江芝

FP（天然） 市立

苫小牧 日高 室蘭 函館

FP（天然） 大谷

緑ヶ丘 苫東 入江多目 道大谷
FP（C)

緑ヶ丘 駒澤

FP（D) 市立

緑ヶ丘 駒澤
静内高校
Gor静内左

岸
静内 入江多目

道大谷

FP（C)

苫小牧 日高 室蘭 函館

まなび 道大谷
FP(天然１） 有斗

FP(天然２） 工業

室蘭栄 室蘭栄

西エリア後西エリア後

西エリア後西エリア後

西エリア後西エリア後

西エリア後西エリア後

西エリア後

西エリア後


