
第 59 回大会　第２次組み合わせと試合日程

┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃　準　々　決　勝　　┃　７ 月 29 日（月） ┃万博記念公園野球場（吹田市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
┣━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃　試合開始予定時刻　┃　準々決勝の開始時刻は６回戦までより各試合30分早まり，①８ 時 30 分，②10 時 15 分，③正午，④13 時 45 分 ┃
┗━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃　準決勝 及び 決勝　┃　７ 月 31 日（水） ┃万博記念公園野球場　┃①９時，②10時45分。決勝の開始は，第３位表彰終了の約 50 分後。┃
┗━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <組み合わせ> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───┐
　　☆松原三　１　━━━┓4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20┏━━━　33│吹田一│★☆
　　　　　　　　　　　　┗━━━┐　　　　　　　　奇数番のチームが，１塁側ベンチ。　　　　　　　┏━━━┛(五回)　　└───┘
　★☆阪　南　２　───┘1 　　│3 　　　　　　チーム名を囲んでいるのは三島地区。　　　　　　 5┃　　０└───　34　飯の峯
　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┓　　★は昨秋の，☆は今春の府大会出場チーム　　┌━━━┛
　　★佐　野　３　━━━┓11　　┃5 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　 4│　　 8┏━━━　35　門真二
　　┌───┐　　　　　┗━━━┛　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　└━━━┛　　　　　┌───┐
　　│高槻一│４　───┘３　　　　 TB ┃7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0│　　　　　　 3└───　36│山田東│
　　└───┘　　　　　　　　　　　 3-0┗━━━┐　　　　　　　　　　　　　　　┌━━━┓　　　　　　　　　　　　　├───┤
　　　茨　田　５　───┐0 　　　　　　│4 　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　 1┃　　　　　　 1┌───　37│竹見台│
　　┌───┐　　(六回)┏━━━┐　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　┃　　　┏━━━┓　　　　　└───┘
　☆│天　王│６　━━━┛7 　　│1 　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　┃　　 3┃　　 2┗━━━　38　新北島
　　├───┤　　　　　　　　　┏━━━┘　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　┗━━━┛
　　│西山田│７　━━━┓4 　　┃2 　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 1│　　 0┌───　39　摂　陽
　　└───┘　　　　　┗━━━┛　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　└━━━┓
　　　高　鷲　８　───┘3 　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　 1┗━━━　40　枚方一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│1　　　　　　　　　　　　　　6│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┐　　　　　　　┌━━━┓
　　┌───┐　　　　　　　　　　　　　　　　　┃7 　　│　　　　　　　│　　 7┃
　　│高槻三│９　───┐１　　　　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　│　　　┃　　　　　　　　　　 1┏━━━　41　宮山台
　　├───┤　　(五回)┏━━━┓　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　│　　　┃　　　　　　　┏━━━┛　　　　　┌───┐
　★│島本二│10　━━━┛30　　┃7 　　　　　　┃　　　│　　　　　　　│　　　┃　　　　　　 8┃　　 0└───　42│青山台│
　　└───┘　　　　　　　　　┗━━━┓　　　┃　　　│　　　　　　　│　　　┃　　　┏━━━┛　　　　　　　　　└───┘
　　　金岡南　11　━━━┓6 　　│3 　　┃　　　┃　　　│　　　　　　　│　　　┃　　　┃　　 2│　　 5┏━━━　43　　緑
　　　　　　　　　　　　┗━━━┘　　　┃　　　┃　　　│　　　　　　　│　　　┃　　　┃　　　└━━━┛
　　　月　州　12　───┘0 　　　　　　┃4 　　┃　　　│　　　　　　　│　　　┃　　 6┃　　　　　　 1└───　44　太　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┛　　　│　　　　　　　│　　　┗━━━┛
　　　玉　津　13　━━━┓4 　　　　　　│0 　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　 2│　　　　　　 5┏━━━　45　中　野
　　　　　　　　　　　　┗━━━┓　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　┌━━━┛
　　　墨江丘　14　───┘2 　　┃7 　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│　　 1│　　 3└───　46　　鳳
　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┘　　　　　　　│　　優　勝　　│　　　　　　　└━━━┓　　　　　　　　　┌───┐
　　枚方長尾　15　━━━┓2 　　│6 　　　　　　　　　　│　　三原台　　│　　　　　　　　　　 3┃　　 2┌───　47│三　島│
　　┌───┐　　　　　┗━━━┘　　　　　　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┗━━━┓　　　　　└───┘
　　│高槻四│16　───┘1 　　　　　　　　　　　　　　│　　６－３　　│　　　　　　　　　　　　　　 4┗━━━　48　松原四★
　　└───┘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│2 　　┃　　 2│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛──━┓
　　┌───┐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃4　　　　　　3┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★☆
　　│茨木西│17　━━━┓1 　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　 2┏━━━　49　門真はすはな
　　└───┘　　　　　┗━━━┐　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　┌━━━┛
　　　堺野田　18　───┘0 　　│1 　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　　　　 4│TB　 0└───　50　和　泉
　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┐　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　┏━━━┓1-2
　　　取　石　19　━━━┓8 　　┃2 　　│　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　 5┃　　 4┏━━━　51　深　井
　　　　　　　　　TB 5-4┗━━━┛　　　│　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　┗━━━┛
　　　岸　城　20　───┘7 　　　　　　│６　　　　　　┃　　　　　　　┃　　　　　　 5┃　　　　　　 2└───　52　今　津
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┐　　　┃　　　　　　　┃　　　┌━━━┛
　★☆歌　島　21　━━━┓4 　　　　　　┃10　　│　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　 1│　　　　　　 8┏━━━　53　下福島
　　　　　　　　　　　　┗━━━┐　　　┃　　　│　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　│　　　┏━━━┛
　　　土　生　22　───┘2 　　│4 　　┃　　　│　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　│　　 7┃　　 3└───　54　石　尾
　　┌───┐　　　　　　　　　┏━━━┛　　　│　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　└━━━┛
　　│太　田│23　───┐0 　　┃6 　　　　　　│　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　　　　 3│　　 1┌───　55　陵　南
　　├───┤　　(五回)┏━━━┛　　　　　　　│　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　└━━━┓
　★│五　領│24　━━━┛8 　　　　　　　　　　│　　　┃　　　　　　　┃　　　│　　　　　　　　　　 6┗━━━　56　都　島
　　└───┘　　　　　　　　　　　　　　　　　│5 　　┃　　　　　　　┃　　 2│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　　　　　┗━━━┓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃6　　　　　　　　　　　　　　8┃　　　　　　　　　　　　　　　　　┌───┐
　　　長吉西　25　───┐3 　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　　　　 2┏━━━　57│茨木東│☆
　　　　　　　　　　　　┏━━━┓　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┏━━━┛　　　　　└───┘
　　　三国丘　26　━━━┛4 　　┃3 　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　 5┃　　 0└───　58　本　庄
　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┐　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┌━━━┛
　　　瓜破西　27　───┐５　　│2 　　│　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　│　　 0│　　10┏━━━　59　大正北
　　　　　　　　　(五回)┏━━━┘　　　│　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　│　　　└━━━┛(五回)
　　関西創価　28　━━━┛12　　　　　　│2 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　 0│　　　　　　１└───　60　貝塚四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┓
　★☆美木多　29　━━━┓8 　　　　　　┃3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1┃　　　　　　 1┌───　61　富田林三
　　　　　　　　　(五回)┗━━━┐　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┏━━━┓
　　　浜寺南　30　───┘0 　六│0 　　┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　 7┃　　 7┗━━━　62　桜　台
　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┛
　　　曙　川　31　───┐3 　回┃7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4│　　 3┌───　63　美津島
　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└━━━┓
　　★三原台　32　━━━┛4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7┗━━━　64　光明台★
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３回終了時点で 10 点差以上でのコールドゲームは行わない。

　　　　　　　　　　　　　　　　 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃次ページに６回戦以降の試合のランニングスコアを掲示しています┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛



　　　　　　　　　　　　　　　　 ┏━【結　果】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　祝　優　勝　堺　市　立 三原台 中学校　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　祝　準優勝　岸和田市立 桜　台 中学校　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　　両チームは、第 68 回 近畿中学校総合体育大会に出場する。 ┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　祝　第３位　島本町立 第　二 中学校　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　祝　第３位　堺 市 立 宮山台 中学校　　　　　　　　　　　　┃
　　　　　　　　　　　　　　　　 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

◇決勝◇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇６回戦◇
　７月 31 日（水）【万博記念公園野球場】　　　　　　　　　　　　　　　　　７月 28 日（日）【大塚青少年運動広場】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TB
　桜　　台│０００　３００　０｜３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　　野│０００　０３０　１３｜７
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼──────────┼─
　三 原 台│０００　０４２　Ｘ｜６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西 山 田│００４　０００　００｜４

◇準決勝◇
　７月 31 日（水）【万博記念公園野球場】　　　　　　　　　　　　　　　　　島 本 二│０００　１０３　０｜４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　島 本 二│１０１　０００　０｜２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉　　津│０００　０００　０｜０
　────┼─────────┼─
　三 原 台│０００　０１３　Ｘ｜４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五　　領│２３２　００１　２｜10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　宮 山 台│２００　０００　０｜２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取　　石│３００　００１　２｜６
　────┼─────────┼─
　桜　　台│０００　０１１　1X｜３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三 国 丘│０００　２００　０｜２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三 原 台│０００　０２０　1X｜３
◇準々決勝◇
　７月 29 日（月）【万博記念公園野球場】　　　　　　　　　　　　　　　　　【竹見台中学校】

　島 本 二│２２２　１００　０｜７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吹 田 一│０００　０００　０｜０
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　佐　　野│０００　１００　０｜１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新 北 島│１００　０００　Ｘ｜１

　五　　領│０１２　０２０　０｜５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮 山 台│０２０　０００　４｜６
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　三 原 台│０００　１３１　1X｜６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松 原 四│０００　２００　０｜２

　宮 山 台│１０１　００５　０｜７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深　　井│２０２　１００　０｜５
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　新 北 島│０００　６００　０｜６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下 福 島│００１　０００　０｜１

　深　　井│２００　０００　０｜２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜　　台│１００　０００　０｜１
　────┼─────────┼─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　桜　　台│４０１　１２０　Ｘ｜８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨 木 東│０００　０００　０｜０


