
8月18日（金）

試合会場 試合開始 ブロック

清武総合運動公園 第1試合 KOREA SEOUL 対 世田谷西 9:00 6

ＳＯＫＫＥＮスタジアム 第2試合 兵庫北摂 対 宮　崎 11:15 1

（担当：宮崎） 第3試合 東京神宮 対 奈良中央 13:30 12

第4試合 愛知北 対 九十九 15:45 9

清武総合運動公園 第1試合 民生國民中 対 戸　塚 9:00 5

第２野球場 第2試合 有　田 対 小　倉 11:15 4

（担当：小倉、熊本北部） 第3試合 山　陽 対 空知滝川 13:30 10

第4試合 オール滋賀 対 熊本北部 15:45 6

生目の杜運動公園 第1試合 成德高級中 対 狭　山 8:30 2

第２野球場 第2試合 長安國民中 対 大分西南 10:45 12

（担当：大分西南、大分南） 第3試合 三　田 対 大分南 13:00 8

第4試合 三原中央 対 横浜緑 15:15 11

第5試合 大分西南 対 河　南 17:30 12

田野運動公園野球場 第1試合 新埔國民中 対 立川 9:00 3

（担当：都城） 第2試合 京都八幡 対 都　城 11:15 5

第3試合 徳島中央 対 高　岡 13:30 7

第4試合 呉中央 対 苫小牧 15:45 3

高鍋町総合運動公園野球場 第1試合 D.S.SENANAYAKE 対 所沢中央 9:00 10

（担当：高鍋） 第2試合 宝　塚 対 高　鍋 11:15 9

第3試合 高川学園 対 横浜泉 13:30 7

第4試合 寝屋川中央 対 長　崎 15:45 2

川南町運動公園野球場 第1試合 原住民代表隊 対 取　手 9:00 8

（担当：延岡） 第2試合 松　山 対 延　岡 11:15 11

第3試合 西淀川 対 行　田 13:30 4

第4試合 愛知木曽川 対 稲　城 15:45 1

対戦チーム

試合日程及び会場



8月19日（土）

試合会場 試合開始 ブロック

清武総合運動公園 第1試合 苫小牧 対 新埔國民中 9:00 3

ＳＯＫＫＥＮスタジアム 第2試合 大分南 対 原住民代表隊 11:15 8

（担当：宮崎、大分南） 第3試合 狭　山 対 寝屋川中央 13:30 2

第4試合 高　岡 対 高川学園 15:45 7

清武総合運動公園 第1試合 長　崎 対 成德高級中 9:00 2

第２野球場 第2試合 宮　崎 対 愛知木曽川 11:15 1

（担当：宮崎） 第3試合 横浜泉 対 徳島中央 13:30 7

第4試合 取　手 対 三　田 15:45 8

生目の杜運動公園 第1試合 稲　城 対 兵庫北摂 9:00 1

第２野球場 第2試合 熊本北部 対 KOREA　SEOUL 11:15 6

（担当：熊本北部、小倉） 第3試合 世田谷西 対 オール滋賀 13:30 6

第4試合 小　倉 対 西淀川 15:45 4

田野運動公園野球場 第1試合 所沢中央 対 山　陽 9:00 10

（担当：都城） 第2試合 都　城 対 民生國民中 11:15 5

第3試合 九十九 対 宝　塚 13:30 9

第4試合 行　田 対 有　田 15:45 4

高鍋町総合運動公園野球場 第1試合 奈良中央 対 長安國民中 9:00 12

（担当：高鍋） 第2試合 高　鍋 対 愛知北 11:15 9

第3試合 空知滝川 対 D.S.SENANAYAKE 13:30 10

第4試合 横浜緑 対 松　山 15:45 11

川南町運動公園野球場 第1試合 戸　塚 対 京都八幡 9:00 5

（担当：延岡） 第2試合 延　岡 対 三原中央 11:15 11

第3試合 立　川 対 呉中央 13:30 3

第4試合 河　南 対 東京神宮 15:45 12

対戦チーム



愛知木曽川 宮　崎 成德高級中 長　崎 新埔國民中 苫小牧 西淀川 小　倉

稲　城 兵庫北摂 狭　山 寝屋川中央 立　川 呉中央 行　田 有　田

民生國民中 都　城 KOREA　SEOUL 熊本北部 高川学園 高　岡 原住民代表隊 大分南

戸　塚 京都八幡 世田谷西 オール滋賀 横浜泉 徳島中央 取　手 三　田

愛知北 高　鍋 D.S.SENANAYAKE 空知滝川 三原中央 延　岡 東京神宮 河　南

奈良中央 大分西南
九十九 宝　塚 所沢中央 山　陽 横浜緑 松　山

長安國民中

≪予選リーグ対戦表≫
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１ブロック ２ブロック ３ブロック ４ブロック ５ブロック ６ブロック

愛知木曽川 成德高級中 新埔國民中 西淀川 民生國民中 KOREA SEOUL
(愛知) (台湾) (台湾) (大阪) （台湾） (韓国)

稲　城 狭　山 立　川 行　田 戸　塚 世田谷西
(東京) (埼玉) (東京) (埼玉) (神奈川) (東京)

兵庫北摂 寝屋川中央 呉中央 有　田 京都八幡 オール滋賀
(兵庫) (大阪) (広島) (和歌山) (京都) (滋賀)

宮　崎 長　崎 苫小牧 小　倉 都　城 熊本北部
(宮崎) (長崎) (北海道) （福岡） (宮崎) (熊本)

７ブロック ８ブロック ９ブロック １０ブロック １１ブロック １２ブロック

高川学園 原住民代表隊 愛知北 D.S.SENANAYAKE 三原中央 河　南
(山口) (台湾) (愛知) (ｽﾘﾗﾝｶ) (広島) (大阪)

横浜泉 取　手 九十九 所沢中央 横浜緑 東京神宮
(神奈川) (茨城) (千葉) (埼玉) （横浜） (東京)

徳島中央 三　田 宝　塚 山　陽 松　山 奈良中央
(徳島) (兵庫) (兵庫) (山口) (愛媛) (奈良)

高　岡 大分南 高　鍋 空知滝川 延　岡 長安國民中
(富山) (大分) (宮崎) (北海道) (宮崎) (台湾)

大分西南
(大分)

予選リーグ試合方法
●出場チームを１２のブロックに分ける。
●各ブロックで各チーム２試合を実施し、１位のチームが決勝トーナメントへ進出する。
●１～１１ブロックの試合はＡ対Ｂ、B対C、C対D、D対Aの４試合とする。
　12ブロックの試合はA対B、B対C、C対D、D対E、E対Aの5試合とする。
●７回戦。試合時間は２時間とする。７回終了時同点の場合は引き分けとする。
●順位決定については、①勝敗②得失点率差③失点率④抽選の順で決定する。
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ブロック 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S：SOKKENスタジアム ●７回戦。試合時間は２時間とする。

生：生目の杜運動公園第２野球場 ●７回終了時同点の場合は一死満塁のタイブレイクを行う。

清：清武総合運動公園第２野球場 ●１０回までに決着がつかない場合は抽選とする。

①、②、③は抽選で決定

第1試合　・・・・① 対 ②

第2試合　・・・・１試合目の敗者 対 ③

第3試合　・・・・１試合目の勝者 対 ③

順位決定については①勝敗②得失点率差③失点率④抽選の順で
 ③  　② 　　

       　　　     ≪決勝トーナメント≫
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