
中日スポーツ杯争奪・第59回愛知県軟式野球選抜リーグ戦        組合せ中日スポーツ杯争奪・第59回愛知県軟式野球選抜リーグ戦        組合せ中日スポーツ杯争奪・第59回愛知県軟式野球選抜リーグ戦        組合せ中日スポーツ杯争奪・第59回愛知県軟式野球選抜リーグ戦        組合せ

組合せの左側が１塁側・後攻          右側が３塁側・先攻組合せの左側が１塁側・後攻          右側が３塁側・先攻組合せの左側が１塁側・後攻          右側が３塁側・先攻組合せの左側が１塁側・後攻          右側が３塁側・先攻 会場   刈谷球場会場   刈谷球場会場   刈谷球場会場   刈谷球場

節節節節

小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱ ×××× ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱ ×××× フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ ×××× 大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

×××× 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱ ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ ×××× ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック 小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱ ×××× 菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱

㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 ×××× フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ ×××× ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ 大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱ ×××× ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック

菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱ ×××× イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

×××× 小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱ 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱ ×××× ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所

㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック ×××× 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱ フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ ×××× 大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱ ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ ××××

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱ ×××× ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ 小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱ ×××× フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 ×××× 菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱

イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ ×××× ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

×××× ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱ ×××× 小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱

菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱ ×××× 大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱ 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱ ×××× ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ ×××× フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱

ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ ×××× ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱ ×××× 大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱ ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック ××××

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ ××××

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱ ×××× ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ ×××× 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱

小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱ ×××× イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ 菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱ ×××× ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 ×××× 大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱

イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ ××××

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱ ×××× 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱ フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ ×××× ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック

ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ ×××× 小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱ ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック ×××× ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

×××× 菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱

菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱ ×××× 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱ ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 ×××× イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ ×××× ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ

大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱ ××××

パナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイスパナソニックデバイス

SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱SUNX㈱

フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ ×××× 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱ ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック ×××× 小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱

小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱小林クリエイト㈱ ×××× ㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱ ×××× フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ ×××× 大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱大森石油㈱

フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ ×××× ㈱二デック㈱二デック㈱二デック㈱二デック 菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱菊水化学工業㈱ ×××× 近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱近藤産興㈱

㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所㈱東郷製作所 ×××× イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱イスコジャパン㈱ フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱フタバ産業㈱ ×××× ＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイＧＴＲニッセイ

月    日月    日月    日月    日 第一試合　　　　8：45第一試合　　　　8：45第一試合　　　　8：45第一試合　　　　8：45 第二試合　　　　11：00第二試合　　　　11：00第二試合　　　　11：00第二試合　　　　11：00 第三試合　　　　13：00第三試合　　　　13：00第三試合　　　　13：00第三試合　　　　13：00

第1日 1月  8日（第1日 1月  8日（第1日 1月  8日（第1日 1月  8日（月月月月））））

第2日 1月  9日（火）第2日 1月  9日（火）第2日 1月  9日（火）第2日 1月  9日（火）

第3日 1月  11日（木）第3日 1月  11日（木）第3日 1月  11日（木）第3日 1月  11日（木）

第4日 1月  12日（金）第4日 1月  12日（金）第4日 1月  12日（金）第4日 1月  12日（金）

第5日 1月  13日（第5日 1月  13日（第5日 1月  13日（第5日 1月  13日（土土土土））））

第6日 1月14日（第6日 1月14日（第6日 1月14日（第6日 1月14日（日日日日））））

第7日 1月15日（月）第7日 1月15日（月）第7日 1月15日（月）第7日 1月15日（月）

第8日 1月16日（火）第8日 1月16日（火）第8日 1月16日（火）第8日 1月16日（火）

第9日 1月18日（水）第9日 1月18日（水）第9日 1月18日（水）第9日 1月18日（水）

天候不良のため順延

第16日 1月28日（第16日 1月28日（第16日 1月28日（第16日 1月28日（日日日日））））

第17日 1月29日（月）第17日 1月29日（月）第17日 1月29日（月）第17日 1月29日（月）

第18日 2月　1日（木）第18日 2月　1日（木）第18日 2月　1日（木）第18日 2月　1日（木）

順順順順

延延延延

第第第第

一一一一

節節節節

第第第第

二二二二

節節節節

第10日 1月20日（第10日 1月20日（第10日 1月20日（第10日 1月20日（土土土土））））

第第第第

三三三三

節節節節

第11日 1月21日（第11日 1月21日（第11日 1月21日（第11日 1月21日（日日日日））））

第12日 1月22日（月）第12日 1月22日（月）第12日 1月22日（月）第12日 1月22日（月）

第13日 1月23日（火）第13日 1月23日（火）第13日 1月23日（火）第13日 1月23日（火）

第14日 1月25日（木）第14日 1月25日（木）第14日 1月25日（木）第14日 1月25日（木）

第15日 1月27日（第15日 1月27日（第15日 1月27日（第15日 1月27日（土土土土））））


