
主審 一塁 二塁 三塁 記録

4月4日 福井電機 千葉北BULLS 尼ヶ台球場  9:15～11:00 三上 ＳＡＮＳ ＳＡＮＳ CKG CKG

ＳＡＮＳ CKGファイターズ 〃 11:00～12:45 三上 福井 福井 千葉北 千葉北

ＪＵＭＰ 栄町クラブＺ 〃 12:45～14:30 脇村 隼 隼 Meteo Meteo

隼 千葉Meteo 〃 14:30～16:15 脇村 ＪＵＭＰ ＪＵＭＰ 栄町 栄町

KIN-OKYO 花見川Cat｀ｓ 睦沢球場  9:15～11:00 湯浅 スクラ スクラ Smo Smo

スクラッチ Ｓｍｏｋｅｒｓ 〃 11:00～12:45 進藤 KIN KIN Cat｀ｓ Cat｀ｓ

FC デビルウイング 〃 13:00～14:45 湯浅 進藤 田久保

〃 14:30～16:15

4月11日 闘球会 海浜ブラザーズ 尼ヶ台球場  9:15～11:00 湯浅 隼 隼 ポンキ ポンキ

ポンキーズ 隼 〃 11:00～12:45 進藤 闘球会 闘球会 海浜 海浜

アクセルズ Ｂｌｏｓｓｏｍ 〃 12:45～14:30 湯浅 Smo Smo リコー リコー

Ｓｍｏｋｅｒｓ リコージャパン 〃 14:30～16:15 進藤 アクセ アクセ Ｂｌｏｓ Ｂｌｏｓ

KIN-OKYO スクラッチ 美浜　A 12:15～14;00 佐藤 花園 東熱 放医研 デビル

花園サミッツ 東熱ダイナマイツ 〃 14:00～15；45 佐藤 スクラ スクラ スクラ スクラ

放医研 デビルウイング 美浜　B 14:00～15；45 岡本 KIN KIN KIN KIN

BROTHERS テルク 宮野木公園 11:00～12:45 岡本

4月18日 スクラッチ アルティメッツ 尼ヶ台球場  9:15～11:00 湯浅 Ｂｌｏｓ Ｂｌｏｓ LEG LEG

Ｂｌｏｓｓｏｍ ＬＥＧＥＮＤ 〃 11:00～12:45 進藤 スクラ スクラ アルテ アルテ

虚人スターズ デビルウイング 〃 12:45～14:30 湯浅 フラン フラン FC FC

フランシェ FC 〃 14:30～16:15 進藤 デビル デビル 虚人 虚人

福井電機 CKGファイターズ 睦沢球場  9:15～11:00 三上 ＪＵＭＰ ＪＵＭＰ ＳＡＮＳ ＳＡＮＳ

ＳＡＮＳ ＪＵＭＰ 〃 11:00～12:45 三上 福井 福井 CKG CKG

栄町クラブＺ 千葉北BULLS 〃 12:45～14:30 脇村 レイン レイン リコー リコー

レインボー リコージャパン 〃 14:30～16:15 脇村 千葉北 千葉北 栄町 栄町

4月25日 ＳＡＮＳ 千葉Meteo 尼ヶ台球場  9:15～11:00 三上 千葉北 千葉北 闘球会 闘球会

闘球会 千葉北BULLS 〃 11:00～12:45 三上 Meteo Meteo ＳＡＮＳ ＳＡＮＳ

アクセルズ アルティメッツ 〃 12:45～14:30 岡本 Cat｀ｓ Cat｀ｓ LEG LEG

花見川Cat｀ｓ ＬＥＧＥＮＤ 〃 14:30～16:15 岡本 アルテ アルテ アクセ アクセ

BROTHERS 虚人スターズ 昭和の森  9:15～11:00 湯浅 東熱 東熱 テルク テルク

東熱ダイナマイツ テルク 〃 11:00～12:45 進藤 虚人 虚人 BRO BRO

Ｂｌｏｓｓｏｍ Ｓｍｏｋｅｒｓ 〃 12:45～14:30 湯浅 花園 花園 FC FC

花園サミッツ FC 〃 14:30～16:15 進藤 Smo Smo Ｂｌｏｓ Ｂｌｏｓ

美浜　B  9；30～11；15

4月29日 ポンキーズ 海浜ブラザーズ 宮野木公園  9:00～10:45 三上 Meteo Meteo 福井 福井

福井電機 千葉Meteo 〃 10:45～12:30 三上 ポンキ ポンキ 海浜 海浜

闘球会 栄町クラブＺ 〃 12:30～14:15 脇村 CKG CKG 隼 隼

CKGファイターズ 隼 〃 14:15～16:00 脇村 闘球会 闘球会 栄町 栄町

KIN-OKYO ＬＥＧＥＮＤ 古市場公園  9:00～10:45 岡本 Cat｀ｓ Cat｀ｓ レイン レイン

レインボー 花見川Cat｀ｓ 〃 10:45～12:30 岡本 KIN KIN LEG LEG

スクラッチ リコージャパン 〃 12:30～14:15 進藤 放医研 放医研 黒猫 黒猫

黒猫 放医研 〃 14:15～16:00 進藤 リコー リコー スクラ スクラ

月／日 対戦チーム グランド 時間
審　　　　　　　　　　　　　　　判

第５５ 回全国軟式野球大会千葉県大会日程表


