
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 第 62 回大会　第２次組み合わせと試合結果 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

【４回戦】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【５回戦】
　７月24日（日）　(a)大塚青少年運動広場（松原市） 　　　　　　　　　　　　　　７月25日（月）　(a)大塚青少年運動広場
　　　　　　　　　(b)寺ヶ池公園野球場（河内長野市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (c)東雲運動広場グラウンド
　　　　　　　　　(c)東雲運動広場グラウンド（茨木市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (i)古曽部防災公園野球場（高槻市）
　　　　　　　　　(d)白鷺公園野球場（堺市東区）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (j)松島野球場（大阪市西区）
　　　　　　　　　(e)高槻市立第四中学校
　　　　　　　　　(f)泉大津市助松公園野球場 　　　　　　　　　　　　　　　　【６回戦】
　　　　　　　　　(g)門真市立青少年運動広場 　　　　　　　　　　　　　　　　　７月27日（水）　(a)大塚青少年運動広場
　　　　　　　　　(h)高石市立高師浜野球場 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(c)東雲運動広場グラウンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(k)豊島公園野球場（豊中ローズ球場）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(j)松島野球場

【準々決勝】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【準決勝・決勝】
　７月28日（木）　(a)大塚青少年運動広場 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７月30日（土）　(l)万博記念公園野球場（吹田市）
　　　　　　　　　(j)松島野球場

　＜試合開始予定時刻＞
　①８時30分，②10時30分，③12時30分，④14時30分。但し，各会場の規定による。各試合終了後，次の試合開始までの間は原則 約 20 分間。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <組み合わせ>
　　　高　鷲　１　───┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━　33　大阪西
　　　　　　　　　１－７┏━━━┓　　　　　　　　奇数番のチームが，１塁側ベンチ。　　　　　　　┌━━━┛３－０
★　　都　島　２　━━━┛　　　┃　　　　　　　チーム名を囲んでいるのは三島地区。　　　　　　　│　　　└───　34　曙川南　　☆
　　┌───┐　　　　　　３－０┗━━━┓　　★は昨秋の，☆は今春の府大会出場チーム　　┌━━━┓３－７
★　│西　陵│３　━━━┓　　　│　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　┃　　　┏━━━　35　渋　谷　　☆
　　└───┘　　７－２┗━━━┘　　　┃　　　　　　　　┏━━━━━┓　　　　　　　　│　　　┗━━━┛13－10
　☆　淀　川　４　───┘　　　　　　　┃　　　　　　　　┃　優　勝　┃　　　　　　　　│　　　　　　　└───　36　旭　東
　　　　　　　　　　　　　　　　　５－０┗━━━┐　　　　┃　　　　　┃　　　　┏━━━┓５－６　　　　　　　　　　┌────┐
　　　津久野　５　━━━┓　　　　　　　│　　　│　　　　┃　 五領 　┃　　　　┃　　　┃　　　　　　　┌───　37│吹田山田│
　　　　　　　　　５－４┗━━━┐　　　│　　　│　　　　┗━━━━━┛　　　　┃　　　┃　　　┏━━━┓４－５　　├───┬┘
★☆　門真三　６　───┘　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┃　　　┃　　　┗━━━　38│五　領│
　　　　　　　　　　　　　３－６┏━━━┘　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┗━━━┛10－３　　　　　　└───┘
　　関西創価　７　━━━┓　　　┃　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　│　　　┏━━━　39　金岡南
　　　　　　　　　12ー１┗━━━┛　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　└━━━┛７－５
　　　藤井寺　８　───┘　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　└───　40　北　稜　　☆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－７┏━━━┓　　　　　　　┏━━━┛６－３
　　┌───┐　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────┐
　　│彩都西│９　━━━┓　　　　　　　　　　　┃　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　　　　　┌───　41│追手門学院│
　　└───┘　　３－２┗━━━┓　　　　　　　┃　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　┌━━━┓　　　　　└─────┘
　　　東　淀　10　───┘　　　┃　　　　　　　┃　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　│　　　┗━━━　42　小　津　★☆
　　　　　　　　　　　　　５－４┗━━━┓　　　┃　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　┌━━━┓３－６
　　　貝塚三　11　───┐　　　│　　　┃　　　┃　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　│　　　┃　　　┌───　43　光明台
　　　　　　　　　３－５┏━━━┘　　　┃　　　┃　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　│　　　┗━━━┓０－８　　┌───┐
　　清教学園　12　━━━┛　　　　　　　┃　　　┃　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　│　　　　　　　┗━━━　44│三　島│
　　　　　　　　　　　　　　　　　２－１┗━━━┛　　　┃　　　　　　　┃　　　└━━━┓６－７　　　　　　　　　　├───┤
　　　阿倍野　13　───┐　　　　　　　│　　　　　　　┃　　　五　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　┏━━━　45│西山田│★
　　　　　　　　　０－８┏━━━┓　　　│　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　┌━━━┛５－４　　├───┤
　　　桜　台　14　━━━┛　　　┃　　　│　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　└───　46│竹見台│
　　　　　　　　　　　　　７－０┗━━━┘　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　┗━━━┓１－８　　　　　　└───┘
★加賀田･千代田 15───┐　　　│　　　　　　　　　　　┃　　　領　　　┃　　　　　　　　　　　┃　　　┏━━━　47　郷　荘
　　　　　　　　　２－５┏━━━┘　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　┗━━━┛７－５
　　　藤　陽　16　━━━┛　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　10　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　└───　48　鯰　江
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－０┗━━　│　━━┛２－１
　　┌───┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│
★☆│茨木南│17　───┐　　　　　　　　　　　　　　　│　　　２　　　│　　　　　　　　　　　　　　　┌───　49　門真五
　　├───┤　　０－１┏━━━┐　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┌━━━┓６－13
　　│茨木西│18　━━━┛　　　│　　　　　　　　　　　│　　　彩　　　│　　　　　　　　　　　│　　　┗━━━　50　新北島　★☆
　　└───┘　　　　　　５－７┏━━━┓　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　┏━━━┓５－８
★　　堺長尾　19　───┐　　　┃　　　┃　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　┃　　　┃　　　┌───　51　　菫
　　┌───┐　　２－３┏━━━┛　　　┃　　　　　　　│　　　都　　　│　　　　　　　┃　　　┗━━━┓１－２　　┌───┐
★　│養　精│20　━━━┛　　　　　　　┃　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　┃　　　　　　　┗━━━　52│千里丘│　☆
　　├───┤　　　　　　　　　　６－３┗━━━┐　　　│　　　　　　　│　　　┌━━━┛５－１　　　　　　　　　　└───┘
　☆│平　田│21　───┐　　　　　　　│　　　│　　　│　　　西　　　│　　　│　　　│　　　　　　　┏━━━　53　大正北
　　└───┘　　１－２┏━━━┐　　　│　　　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　┏━━━┛３－２
　　　枚方二　22　━━━┛　　　│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　│　　　┃　　　└───　54　東百舌鳥
　　　　　　　　　　　　　３－６┏━━━┘　　　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　└━━━┛５－４
　　　　緑　　23　───┐　　　┃　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　┏━━━　55　曙　川　★
　　　　　　　　　２－10┏━━━┛　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　　　　　└━━━┛15－11
　　　新豊崎　24　━━━┛　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　└───　56　月　州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－７┏━━━┘　　　　　　　└━━━┓２－６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　日根野　25　───┐　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　┏━━━　57　岸和田葛城
　　　　　　　　　５－６┏━━━┐　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┏━━━┛４－２
　　　港　南　26　━━━┛　　　│　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　└───　58　泉大津東陽
　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┓　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┌━━━┛７－６
　　　土　生　27　───┐　　　┃　　　┃　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　│　　　│　　　┌───　59　蹉　陀
　　　　　　　　　０－６┏━━━┛　　　┃　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　│　　　└━━━┓３－５
　☆泉ヶ丘東　28　━━━┛　　　　　　　┃　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　┗━━━　60　大正西
　　　　　　　　　　　　　　　　　３－１┗━━━┛　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┓３－５　　　　　　　　　　┌───┐
　　　八田荘　29　───┐　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┏━━━　61│豊津西│
　　┌───┐　　３－８┏━━━┓　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┌━━━┛７－０　　└───┘
　　│茨木東│30　━━━┛　　　┃　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　│　　　└───　62　貝塚一
　　└───┘　　　　　　６－２┗━━━┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┓０－12
　　　住　吉　31　───┐　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┌───　63　峰　塚
　　　　　　　　　１－９┏━━━┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┓１－15
★　　　鳳　　32　━━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━　64　高　石　　☆
　　　　　　　　　　　　　　　決勝戦のみ，３回終了時点で 10 点差以上でのコールドゲームは採用しない。



７月 30 日（土）【万博記念公園野球場】　☆は三島地区

◇決　勝◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇準決勝◇
　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
☆五　　領│３３１　０３│10　　　　　　　　　　泉ヶ丘東│０００　０００　０│０　　　　　　　高　　石│０００　００１　０│１
　────┼──────┼─　　　　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─
☆彩 都 西│０２０　００│２　　　　　　　　　☆彩 都 西│００１　１００　Ｘ│２　　　　　　☆五　　領│０００　２１０　Ｘ│２

　　　　　　　 ┏━【結　果】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　　　　　　　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　 ┃　祝　優　勝　高槻市立 五　領 中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　 ┃　祝　準優勝　茨木市立 彩都西 中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　 ┃　　両チームは、第 71 回 近畿中学校総合体育大会（奈良県 ８月８日～10日）に出場する。  ┃
　　　　　　　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　 ┃　祝　第３位　堺 市 立 泉ヶ丘東 中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　 ┃　祝　第３位　高石市立 高　　石 中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇準々決勝◇
　７月 28 日（木）

　☆は三島地区

【大塚青少年運動広場】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【松島野球場】

☆彩 都 西│０１０　１３０　２│７　　　　　　　　　　　　　　　　☆五　　領│００１　３１１　０│６
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　都　　島│０００　０１０　２│３　　　　　　　　　　　　　　　　　郷　　荘│１００　１０１　０│３

　泉ヶ丘東│０１２　３００　１│７　　　　　　　　　　　　　　　　　高　　石│２０１　０２０　１│６
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
☆養　　精│１００　０１０　０│２　　　　　　　　　　　　　　　　☆千 里 丘│０００　０２０　０│２

◇６回戦◇
　７月 27 日（水）

　☆は三島地区

【大塚青少年運動広場】　　　　　　　　　　　　【東雲運動広場グラウンド】　　　　　　　　　　【古曽部防災公園野球場】

　関西創価│０００　０００　０│０　　　　　　　新 豊 崎│０１０　２００　２│３　　　　　　　渋　　谷│２０１　００１　１│５
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─
　都　　島│００１　３１０　Ｘ│５　　　　　　☆養　　精│２０１　００３　Ｘ│６　　　　　　☆五　　領│０１０　０１４　Ｘ│６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TB
☆彩 都 西│０００　００２　０│２　　　　　　　泉ヶ丘東│０００　０１２　０│３　　　　　　☆三　　島│００３　０２０　０１│６
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼──────────┼─
　桜　　台│０００　１００　０│１　　　　　　☆茨 木 東│１００　０００　０│１　　　　　　　郷　　荘│０１２　１０１　０2X│７

【松島野球場】

　　　　　大 正 北│１００　０００　０│１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　　石│２０２　０００　１│５
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　☆千 里 丘│１１０　３００　Ｘ│５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葛　　城│０１０　０００　２│３

◇５回戦◇
　７月 25 日（月）

　☆は三島地区

【大塚青少年運動広場】　　　　　　　　　　　　【東雲運動広場グラウンド】　　　　　　　　　　【古曽部防災公園野球場】

　都　　島│０００　２００　１│３　　　　　　☆茨 木 西│１００　２００　２│５　　　　　　　渋　　谷│３１０　００２　１│７
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─
☆西　　陵│０００　０００　０│０　　　　　　☆養　　精│５０１　００１　Ｘ│７　　　　　　　大 阪 西│１０２　０００　０│３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　関西創価│４０１　０００　１│６　　　　　　　枚 方 二│０００　０００　３│３　　　　　　　金 岡 南│０２０　１０│３
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼──────┼─
　津 久 野│０００　０１０　２│３　　　　　　　新 豊 崎│００３　０３０　Ｘ│６　　　　　　☆五　　領│３０５　２Ｘ│10

　清教学園│０００　０３１　０│４　　　　　　　港　　南　　　対　　　泉ヶ丘東　　　　　　　☆三　　島│０００　０５１　０│６
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
☆彩 都 西│００１　００４　Ｘ│５　　　　　　　港南が棄権。泉ヶ丘東が６回戦へ進出。　　　　　小　　津│０１２　０００　０│３

　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　藤　　陽│０００　００│０　　　　　　　　　　　 鳳 　│００１　０１０　０│２　　　　　　☆西 山 田│０００　１０│１
　────┼──────┼─　　　　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼──────┼─
　桜　　台│３２１　０1X│７　　　　　　　　　☆茨 木 東│３１０　２００　Ｘ│６　　　　　　　郷　　荘│４００　２2X│８



◇５回戦 続き◇

【松島野球場】

　　　　☆千 里 丘│０００　４０１　３│８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曙　　川│００３　１００　０│４
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　新 北 島│０４１　０００　０│５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大 正 北│２１１　０００　1X│５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　大 正 西│４０１　１００　０│６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高　　石│１１３　４３│12
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼──────┼─
　　　　　葛　　城│０４０　１１０　1X│７　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆豊 津 西│０００　００│０

◇４回戦◇
　７月 24 日（日）

　☆は三島地区

【大塚青少年運動広場】　　　　　　　　　　　　【高槻市立第四中学校】　　　　　　　　　　　　【泉大津市助松公園野球場】

　高　　鷲│０００　０１０　０│１　　　　　　　大 阪 西│００１　００２　０│３　　　　　　☆追手門学院　　対　　小　　　津
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─
　都　　島│０２０　０３２　Ｘ│７　　　　　　　曙 川 南│０００　０００　０│０　　　　　　　追手門が棄権。小津が５回戦へ進出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　淀　　川│１００　０００　１│２　　　　　　　渋　　谷│１５２　００３　２│13　　　　　　☆三　　島│００４　４０│８
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼──────┼─
☆西　　陵│０１２　１３０　Ｘ│７　　　　　　　旭　　東│０００　４２０　４│10　　　　　　　光 明 台│０００　００│０

　津 久 野│０００　３００　２│５　　　　　　☆五　　領│０２０　００１　２│５　　　　　　☆西 山 田│０００　１１０　３│５
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─
　門 真 三│１００　１１１　０│４　　　　　　☆山　　田│０２０　００２　０│４　　　　　　☆竹 見 台│００２　０１１　０│４

　　　　　　　　三回ｺｰﾙﾄﾞ
　関西創価│８０４│12　　　　　　　　　　　　　金 岡 南│０１４　１１０　０│７　　　　　　　鯰　　江│０１０　０４０　０│５
　────┼───┼─　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─
　藤 井 寺│１００│１　　　　　　　　　　　　　北　　稜│３００　０１０　１│５　　　　　　　郷　　荘│６００　１００　Ｘ│７

【寺ヶ池公園野球場】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【門真市立青少年運動広場】
　　　　　　　　　　　　　　　TB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六回ｺｰﾙﾄﾞ
　東　　淀│０００　００１　０１│２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門 真 五│１２０　３００│６
　────┼──────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼───────┼─
☆彩 都 西│１００　０００　０1X│３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新 北 島│２６１　１０3X│13

　清教学園│００２　０１０　２│５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 菫 　│０００　０１０　０│１
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　貝 塚 三│０００　００２　１│３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆千 里 丘│２００　０００　Ｘ│２

　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　阿 倍 野│０００　００│０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大 正 北│１００　００１　１│３
　────┼──────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　桜　　台│４０４　０Ｘ│８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東百舌鳥│００１　０１０　０│２

　加賀田・千代田│０００　１０１　０│２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曙　　川│３５１　１００　５│15
　───────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　藤　　　　　陽│２１０　０２０　Ｘ│５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月　　州│２０３　０４２　０│11

【東雲運動広場グラウンド】　　　　　　　　　　【白鷺公園野球場】　　　　　　　　　　　　　　【高石市立高師浜野球場】

☆茨 木 南│０００　０００　０│０　　　　　　　港　　南│３０１　０１０　１│６　　　　　　　葛　　城│０００　３０１　０│４
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─
☆茨 木 西│０００　０００　1X│１　　　　　　　日 根 野│０００　０００　５│５　　　　　　　東　　陽│０２０　０００　０│２

　堺 長 尾│０００　２００　０│２　　　　　　　泉ヶ丘東│０００　４０２　０│６　　　　　　　大 正 西│２００　０１０　２│５
　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼─────────┼─
☆養　　精│００１　０００　2X│３　　　　　　　土　　生│０００　０００　０│０　　　　　　　蹉　　陀│０００　００３　０│３

　　　　　　　　　　　　　　　TB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
☆平　　田│０００　０１０　００│１　　　　　　八 田 荘│００３　０００　０│３　　　　　　　貝 塚 一│０００　００│０
　────┼──────────┼─　　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　────┼──────┼─
　枚 方 二│１００　０００　０1X│２　　　　　☆茨 木 東│０１３　１０３　Ｘ│８　　　　　　☆豊 津 西│００６　１Ｘ│７

　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ 　　　　　　　　　　　　　　　三回ｺｰﾙﾄﾞ
　新 豊 崎│００２　１７│10　　　　　　　　　　　 鳳 　│１２６　００│９　　　　　　　　　　高　　石│３６６│15
　────┼──────┼─　　　　　　　　　　────┼──────┼─　　　　　　　　　　────┼───┼─
　　 緑 　│０１１　００│２　　　　　　　　　　住　　吉│１００　００│１　　　　　　　　　　峰　　塚│１００│１


