
１塁側 支部 VS ３塁側 支部 ２塁 ３塁

A－1 9:00 鯖江 福井 VS 岐阜中濃 岐阜 岐阜中濃 鯖江

A－2 11:30 伊勢志摩 三重 VS 浜松 静岡 浜松 伊勢志摩

A－3 14:00 射水 北陸 VS 揖斐本巣 岐阜 揖斐本巣 射水

B－１ 9:00 名張・東紀州 三重 VS 甲賀相模 滋賀 甲賀相模 名張・東紀州

B－２ 11:30 伊勢 三重 VS 岐阜可茂 岐阜 岐阜可茂 伊勢

B－３ 14:00 石川 北陸 VS 磐田 静岡 磐田 石川

C－１ 9:00 岐阜西 岐阜 VS 愛知津島 愛知西 愛知津島 岐阜西

C－２ 11:30 松阪 三重 VS 和歌山御坊 和歌山 和歌山御坊 松阪

C－３ 14:00 福井 福井 VS 菊川 静岡 菊川 福井

D－１ 9:00 伊賀中央 三重 VS 若狭高浜 福井 若狭高浜 伊賀中央

D－２ 11:30 津 三重 VS 小松 北陸 小松 津

D－３ 14:00 東海中央 愛知中央 VS 岐阜笠松 岐阜 岐阜笠松 東海中央

E－１ 9:00 四日市南 三重 VS 穂の国 愛知東 穂の国 四日市南

E－２ 11:30 桑員 三重 VS 名古屋緑 愛知中央 名古屋緑 桑員

E－３ 14:00 愛知安城 愛知中央 VS 愛知豊川 愛知東 愛知豊川 愛知安城

F－１ 9:00 愛知江南 愛知西 VS 愛知豊橋 愛知東 愛知豊橋 愛知江南

F－２ 11:30 四日市 三重 VS 岐阜東濃 岐阜 岐阜東濃 四日市

F－３ 14:00 近江 滋賀 VS 田原 愛知東 田原 近江

G－１ 9:00 愛知守山 愛知西 VS 岡崎中央 愛知東 岡崎中央 愛知守山

G－２ 11:30 三重北 三重 VS 東三河 愛知東 東三河 三重北

G－３ 14:00 春日井 愛知西 VS 愛知知立 愛知中央 愛知知立 春日井

１塁側 支部 VS ３塁側 支部 ２塁 ３塁

A－1 9:00 福井 福井 VS 磐田 静岡 磐田 福井

A－2 11:30 伊勢志摩 三重 VS 小松 北陸 小松 伊勢志摩

A－3 14:00 石川 北陸 VS 岐阜笠松 999 岐阜笠松 石川

B－１ 9:00 若狭高浜 福井 VS 菊川 静岡 菊川 若狭高浜

B－２ 11:30 伊勢 三重 VS 和歌山御坊 和歌山 和歌山御坊 伊勢

B－３ 14:00 穂の国 愛知東 VS 愛知安城 愛知中央 愛知安城 穂の国

H－１ 9:00 鯖江 福井 VS 東海中央 愛知中央 東海中央 鯖江

H－２ 11:30 四日市南 三重 VS 岐阜可茂 岐阜 岐阜可茂 四日市南

H－３ 14:00 揖斐本巣 岐阜 VS 愛知守山 愛知西 愛知守山 揖斐本巣

C－１ 9:00 四日市 三重 VS 射水 北陸 射水 四日市

C－２ 11:30 松阪 三重 VS 甲賀相模 滋賀 甲賀相模 松阪

C－３ 14:00 名古屋緑 愛知中央 VS 岡崎中央 愛知東 岡崎中央 名古屋緑

D－１ 9:00 三重北 三重 VS 浜松 静岡 浜松 三重北

D－２ 11:30 津 三重 VS 田原 愛知東 田原 津

D－３ 14:00 岐阜東濃 岐阜 VS 春日井 愛知西 春日井 岐阜東濃

I－１ 9:00 名張・東紀州 三重 VS 東三河 愛知東 東三河 名張・東紀州

I－２ 11:30 伊賀中央 三重 VS 愛知豊川 愛知東 愛知豊川 伊賀中央

I－３ 14:00 愛知津島 愛知西 VS 愛知知立 愛知中央 愛知知立 愛知津島

E－１ 9:00 愛知江南 愛知西 VS 岐阜西 岐阜 岐阜西 愛知江南

E－２ 11:30 桑員 三重 VS 近江 滋賀 近江 桑員

E－３ 14:00 岐阜中濃 岐阜 VS 愛知豊橋 愛知東 愛知豊橋 岐阜中濃

対戦カード

【組み合わせ・帯同審判割当表】（1４日・日曜日）

球場 試合 開始時刻
帯同審判                対戦カード

ダイムスタ
ジアム伊勢

南伊勢球場

宇治山田商
業高校

　　　　　　　　＊黄色のチームが各会場の担当です。

ドリーム
オーシャン
スタジア

豊里球場

白山球場

北勢球場

【組み合わせ・帯同審判割当表】（1３日・土曜日）

北勢球場

霞第１球場

霞第３球場

帯同審判

ダイムスタ
ジアム伊勢

南伊勢球場

ドリーム
オーシャン
スタジア

豊里球場

試合 開始時刻球場


