
≪桜の里大芝生広場≫ Ａコート  

 

 

試合順番 1塁側 得点 vs 3塁側 得点 勝利チーム 審判担当 

第１試合 大浜ファイターズ  ２ vs 光風台少年ＳＢＣ  ８ 光風台少年ＳＢＣ 長与高田少年 

第２試合 飯盛西少年  ５ vs ＮＫボーイズ  ３ 飯盛西少年 大浜ファイターズ 

第３試合 長与高田少年  ９ vs 大浜ファイターズ  ７ 長与高田少年 光風台少年ＳＢＣ 

第４試合 光風台少年ＳＢＣ １０ vs 飯盛西少年  ０ 光風台少年ＳＢＣ ＮＫボーイズ 

第５試合 長与高田少年  ２ vs ＮＫボーイズ  ２ 引き分け 飯盛西少年 

    コート代表チーム（上位２チーム）／光風台少年ＳＢＣ  長与高田少年 

 

≪桜の里大芝生広場≫ Ｂコート   

 

 

試合順番 1塁側 得点 vs 3塁側 得点 勝利チーム 審判担当 

第１試合 日見マンフルズ １ vs 長与ボンバーズ  ４ 長与ボンバーズ 小ヶ倉ｸラッシャーズ 

第２試合 大浦メッツ １４ vs 伊良林ビクトリー  ０ 大浦メッツ 日見マンフルズ 

第３試合 小ヶ倉ｸラッシャーズ ０ vs 日見マンフルズ  ５ 日見マンフルズ 長与ボンバーズ 

第４試合 長与ボンバーズ １４ vs 大浦メッツ  ２ 大浦メッツ 伊良林ビクトリー 

第５試合 小ヶ倉ｸラッシャーズ ４ vs 伊良林ビクトリー  ３ 小ヶ倉ｸラッシャーズ 大浦メッツ 

    コート代表チーム（上位２チーム）／日見マンフルズ  大浦メッツ 



≪桜の里大芝生広場≫ Ｃコート  

 

試合順番 1塁側 得点 vs 3塁側 得点 勝利チーム 審判担当 

第１試合 時津東少年  ２ vs 小榊ドラゴンズ  ７ 小榊ドラゴンズ 滑石・橘エンデバー少年 

第２試合 Ｓクラブ １０ vs 京泊ジャンプ  ０ Ｓクラブ 時津東少年 

第３試合 滑石・橘エンデバー少年  １ vs 時津東少年  ５ 時津東少年 小榊ドラゴンズ 

第４試合 小榊ドラゴンズ  ０ vs Ｓクラブ  ２ Ｓクラブ 京泊ジャンプ 

第５試合 滑石・橘エンデバー少年  ０ vs 京泊ジャンプ  ６ 京泊ジャンプ Ｓクラブ 

    コート代表チーム（上位２チーム）／Ｓクラブ  京泊ジャンプ 

 

 

 

≪桜の里大芝生広場≫ Ｄコート   

 

試合順番 1塁側 得点 vs 3塁側 得点 勝利チーム 審判担当 

第１試合 香焼少年 １２ vs 諌早クライミングシップス  ０ 香焼少年 桜が丘ソフト 

第２試合 女の都少年 ４ vs 山里少年  ３ 女の都少年 香焼少年 

第３試合 桜が丘ソフト ７ vs 香焼少年  ２ 桜が丘ソフト 諌早クライミングＳ 

第４試合 諌早クライミングシップス ０ vs 女の都少年 １５ 女の都少年 山里少年 

第５試合 桜が丘ソフト １０ vs 山里少年  １ 桜が丘ソフト 女の都少年 

    コート代表チーム（上位２チーム）／女の都少年  香焼少年（桜が丘ソフト棄権のため繰り上げ） 



≪京泊多目的広場≫ Ｅコート 

 

 

 

 

 

 

≪京泊多目的広場≫ Ｆコート  

 

 

 

試合順番 １塁側チーム 得点 ＶＳ ３塁側チーム 得点 勝利チーム 担当審判チーム 

第１試合 伊木力ジュニアー １ ＶＳ 大村ウィンズ SBC １ 引き分け 西浦上アストロズ 

第２試合 西浦上アストロズ ２ ＶＳ 志原クラブ ６ 志原クラブ 大村ウィンズ SBC 

第３試合 大村ウィンズ SBC ２ ＶＳ 志原クラブ ２ 引き分け 伊木力ジュニアー 

第４試合 西浦上アストロズ ０ ＶＳ 伊木力ジュニア ７ 伊木力ジュニア 志原クラブ 

コート代表チーム（上位２チーム）／伊木力ジュニア  志原クラブ 

試合順番 １塁側チーム 得点 ＶＳ ３塁側チーム 得点 勝利チーム 担当審判チーム 

第１試合 西大村スカイファイターズ １５  ＶＳ 大串球友会 ３ 西大村スカイファイターズ  戸町横尾少年 

第２試合 戸町横尾少年 ８ ＶＳ 赤崎ナインスターズ ０ 戸町横尾少年  大串球友会 

第３試合 大串球友会 ２ ＶＳ 赤崎ナインスターズ ８  赤崎ナインスターズ 西大村スカイファイターズ 

第４試合 戸町横尾少年 ２ ＶＳ 西大村スカイファイターズ ３ 西大村スカイファイターズ 赤崎ナインスターズ 

コート代表チーム（上位２チーム）／西大村スカイファイターズ  戸町横尾少年 



≪三重みなと公園≫ Ｇコート  

 

 

≪三重みなと公園≫ Ｈコート  

 

 

 

 

試合順番 １塁側チーム 得点 ＶＳ ３塁側チーム 得点 勝利チーム 担当審判チーム 

第１試合 上の区少年 ０ ＶＳ 有明湯江少年 ７ 有明湯江少年  ＢＪ城山 

第２試合 ＢＪ城山 ０  ＶＳ 有明湯江少年 １  有明湯江少年  上の区少年 

第３試合 ＢＪ城山 ３  ＶＳ 上の区少年 １２  上の区少年  有明湯江少年 

コート代表チーム（上位２チーム）／有明湯江少年  上の区少年 

試合順番 １塁側チーム 得点 ＶＳ ３塁側チーム 得点 勝利チーム 担当審判チーム 

第１試合  戸石クラブ ２ ＶＳ  芦辺レッドパワーズ １  戸石クラブ  高田少年ソフト 

第２試合  高田少年ソフト １  ＶＳ  稲佐青空 １  引き分け  芦辺レッドパワーズ 

第３試合  芦辺レッドパワーズ ０  ＶＳ  稲佐青空 ３  稲佐青空  戸石クラブ 

第４試合  高田少年ソフト   ＶＳ  戸石クラブ   高田少年ソフト  稲佐青空 

コート代表チーム（上位２チーム）／稲佐青空   高田少年ソフト 


