
球場

4月10日(土) 日体大 - 東海大 帝京大 - 桜美大 武蔵大 - 筑波大 大田スタジアム

4月11日(日) 桜美大 - 帝京大 筑波大 - 武蔵大 東海大 - 日体大 大田スタジアム

4月24日(土) 武蔵大 - 東海大 日体大 - 帝京大 筑波大 - 桜美大 大田スタジアム

4月25日(日) 帝京大 - 日体大 桜美大 - 筑波大 東海大 - 武蔵大
日体体育大学

健志台球場

5月1日(土) 日体大 - 筑波大 武蔵大 - 桜美大
帝京大 - 東海大

大和スタジアム

5月2日(日) 桜美大 - 武蔵大 東海大 - 帝京大 筑波大 - 日体大 大和スタジアム

帝京大 - 東海大 東経大 - 玉川大

5月15日(土) 筑波大 - 東海大 武蔵大 - 帝京大 日体大 - 桜美大 等々力球場

5月16日(日) 帝京大 - 武蔵大 桜美大 - 日体大 東海大 - 筑波大 等々力球場

5月22日(土) 日体大 - 武蔵大 帝京大 - 筑波大 桜美大 - 東海大 等々力球場

5月23日(日) 筑波大 - 帝京大 東海大 - 桜美大 武蔵大 - 日体大 等々力球場

5月24日(月) 等々力球場

5月29日(土) サーティーフォー相模原球場

5月30日(日) サーティーフォー相模原球場

●頭字校が先攻3塁側

入替戦

方式：2試合総当たり勝率制

5月8日(土)
バッティングパレス相石

スタジアムひらつか

第1週

第2週

入替戦

第６週

第５週

第３週

13：00（2部日程)
第４週

10:30

2021年度首都大学野球春季リーグ戦　1部日程表

1部校：①日体大　②武蔵大　③帝京大　④筑波大　⑤桜美大　⑥東海大

第１試合

9:30

第２試合

12:00

第３試合

14:30

予備日

入替戦

雨天中止



球場

城西大 - 玉川大 明星大 - 足利大

獨協大 - ウェ大

大東大 - 明学大

明星大 - 玉川大

獨協大 - 足利大

大東大 - ウェ大

獨協大 - 明学大 大東大 - 東経大 玉川大 - 成城大

城西大 - 足利大 明星大 - ウェ大

明星大 - 明学大 獨協大 - 東経大 大東大 - 成城大

城西大 - ウェ大 足利大 - 玉川大

城西大 - 明学大 明星大 - 東経大 獨協大 - 大東大

ウェ大 - 玉川大 足利大 - 成城大 城西大 - 東経大

明星大 - 大東大 獨協大 - 成城大 明学大 - 玉川大

ウェ大 - 足利大 城西大 - 大東大 明星大 - 獨協大

帝京大 - 東海大 ウェ大 - 成城大 東経大 - 玉川大

城西大 - 獨協大 明星大 - 成城大 大東大 - 玉川大

東経大 - 足利大 明学大 - ウェ大

大東大 - 足利大 東経大 - ウェ大

城西大 - 明星大 ウェ大 - 足利大 明学大 - 玉川大

城西大 - 大東大 東経大 - 明学大 明星大 - ウェ大

大東大 - 東経大 獨協大 - 玉川大 明学大 - 足利大

5月29日(土)
サーティーフォー

相模原球場

5月30日(日)
サーティーフォー

相模原球場

●頭字校が三塁側、攻守はジャンケンにて決定する

5月25日(火) 予備日
バッティングパレス相石

スタジアムひらつか

入替戦

入替戦

入替戦

バッティングパレス相石

スタジアムひらつか9：30 12:00 14：30

5月24日(月)
バッティングパレス相石

スタジアムひらつか9:30 12:00 14:30

10:30 13:00

第7週

5月22日(土)
バッティングパレス相石

スタジアムひらつか9:30 12:00 14:30

5月23日(日)

明星大不戦勝 13:00

第6週

5月15日(土) 越谷市民球場
10:30 13:00

5月16日(日) 越谷市民球場

第5週

5月8日(土)
バッティングパレス相石

スタジアムひらつか10：30（1部日程) ウェ大不戦勝 13:00

5月9日(日)
バッティングパレス相石

スタジアムひらつか10：30

グラウンド不良中止 グラウンド不良中止 14:30

第4週

5月1日(土)
日本体育大学

健志台球場9：30 12：00 雷雨中止

5月2日(日)
日本体育大学

健志台球場

9：30 12：00 14：30

13：00

第3週

4月24日(土) 牛久運動公園野球場
9：30 12：00 14：30

4月25日(日) 牛久運動公園野球場

10：30 雨天中止

4月18日(日)

飯能市民球場
9：30 12：00 14：30

足利市営球場
10：30

中栄信金スタジアム秦野
12：00

第2週

4月17日(土)

飯能市民球場
9：30 雨天中止 雨天中止

足利市営球場

13：00

4月4日(日)

バッティングパレス相石

スタジアムひらつか12：00

サーティーフォー

相模原球場12：00

第１週

4月3日(土)

バッティングパレス相石

スタジアムひらつか10：30 13：00

サーティーフォー　　　　　　　　相

模原球場13：00

中栄信金スタジアム秦野

2021年度首都大学野球春季リーグ戦　２部日程表

２部校：① 城西大　② 明星大　③ 獨協大　④ 大東大　⑤東経大⑥ 明学大　⑦ウェ大　⑧足利大　⑨玉川大　⑩成城大

方式：1試合総当たり勝率制

第１試合 第２試合 第３試合


