
赤数字は開会式に参加してください

28 京都府支部 京都宇治ボーイズ
20日　11時30分

伏見桃山城公園野球場

25 京都府支部
11時00分

大和郡山市営球場

26 大阪中央支部 藤井寺ボーイズ
20日　14時30分

五條市阿田峯公園

京都嵯峨野ボーイズ

27 奈良県支部 奈良ボーイズ
21日　9時00分

鴻ノ巣球場

天理ボーイズ

29 大阪北支部 大阪箕面ボーイズ
27日　10時00分

鴻ノ巣球場

30 奈良県支部
20日　9時00分

伏見桃山城公園野球場

32 滋賀県支部 湖北ボーイズ
20日　14時00分

31 京都府支部 綾部二条合同ボーイズ
21日　14時00分

横大路運動公園硬式野球場

23 大阪北支部 大阪柴島ボーイズ
21日　9時00分

伏見桃山城公園野球場

24 奈良県支部
20日　9時30分

28日太陽が丘球場
南都ボーイズ

21 奈良県支部
27日　10時00分

鴻ノ巣球場

22 京都府支部
20日　14時00分

伏見桃山城公園野球場

19 京都府支部
21日　12時30分

大和郡山市営球場

20 滋賀県支部 大津瀬田ボーイズ
20日　9時30分

橿原運動公園硬式野球場

福知山ボーイズ

京都洛北ボーイズ

宇陀ボーイズ

17 大阪中央支部 東大阪長田ボーイズ
五條市阿田峯公園

18 奈良県支部 橿原ボーイズ
20日　10時00分

吉野運動公園野球場

13 京都府支部 京都南山城洛中合同ボーイズ
27日　12時30分

横大路運動公園硬式野球場

16 京都府支部 京都西京極ボーイズ
20日　12時30分 28日太陽が丘球場

13時40分

14 滋賀県支部 滋賀南郷ボーイズ
20日　11時30分

吉野運動公園野球場

15 奈良県支部 生駒中央ボーイズ
21日　10時00分

吉野運動公園野球場

11 大阪中央支部 松原ボーイズ
21日　11時30分

吉野運動公園野球場

12 奈良県支部 大和ボーイズ
20日　10時00分

橿原運動公園硬式野球場

9 奈良県支部 奈良北ボーイズ
8時30分

横大路運動公園硬式野球場

10 京都府支部 京丹後ボーイズ
20日　9時00分

五條市阿田峯公園

7 京都府支部 京田辺ボーイズ
21日　14時00分

伏見桃山城公園野球場

8 兵庫県支部 明石ボーイズ
20日　14時30分

28日太陽が丘球場

5 関西ブロック 関西女子
27日　12時30分

五條市阿田峯公園

6 奈良県支部 生駒ボーイズ
20日　12時30分

五條市阿田峯公園

3 奈良県支部 香芝ボーイズ
21日　11時30分

大和郡山市営球場

4 京都府支部 京都東山ボーイズ
20日　12時00分

伏見桃山城公園野球場
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1 京都府支部 京都嵐山ボーイズ
伏見桃山城公園野球場

2 大阪北支部 豊中ボーイズ
20日　12時00分

伏見桃山城公園野球場



開始時間 会　　場 伏見桃山城公園野球場

担当 京都嵐山ボーイズ

連絡先 西藤　090-7091-9013

9時30分 第1試合 京都府支部審判・第3試合より各1名 9時30分 奈良県支部審判

12時00分 第2試合 京都府支部審判・第1試合より各1名 12時00分 奈良県支部審判

14時30分 第3試合 京都府支部審判・第2試合より各1名 14時30分 奈良県支部審判

会　　場 五條市阿多峯公園

担当 生駒ボーイズ

連絡先 藤原　090-7100-6440

10時00分 第1試合 奈良県支部審判 10時00分 奈良県支部審判

12時30分 第2試合 奈良県支部審判 12時30分 奈良県支部審判

会　　場 横大路運動公園硬式野球場

担当 南山城洛中合同ボーイズ

連絡先 中野　090-4308-2036

9時00分 第1試合 京都府支部審判・第3試合より各1名 9時00分 京都府支部審判・第3試合より各1名

11時30分 第2試合 京都府支部審判・第1試合より各1名 11時30分 京都府支部審判・第1試合より各1名

14時00分 第3試合 京都府支部審判・第2試合より各1名 14時00分 京都府支部審判・第2試合より各1名

会　　場 五條阿田峯運動公園野球場

担当 奈良北ボーイズ

連絡先 小島　080-3039-7396

9時00分 第1試合 奈良県支部審判 9時00分 京都府支部審判・第3試合より各1名

11時30分 第2試合 奈良県支部審判 11時30分 京都府支部審判・第1試合より各1名

14時00分 第3試合 奈良県支部審判 14時00分 京都府支部審判・第2試合より各1名

会　　場 吉野運動公園野球場

担当 橿原ボーイズ

連絡先 山本　090-5969-0365

10時00分 第1試合 奈良県支部審判

12時30分 第2試合 奈良県支部審判

会　　場 橿原運動公園硬式野球場

担当 大和ボーイズ

連絡先 松本　090-3724-4254

10時00分 第1試合 奈良県支部審判 10時00分 京都府支部審判・第2試合より各1名

12時30分 第2試合 奈良県支部審判 12時30分 京都府支部審判・第1試合より各1名

会　　場

担当

連絡先

8時30分 第1試合

11時00分 第2試合

13時40分 第3試合

各試合は7回戦で行い、4回終了をもって正式試合とする。試合成立後は試合開始から2時間00分（決勝戦は2時間20分）

を 超えた場合、新しいインニングには入らない（後攻チームの得点が先攻チームの得点より多い場合は後攻チームが攻撃中で

も規定時間になれば、その時点で試合を終了する）。また、降雨や視界不良などにより試合続行が不可能となった場合、野球

規則7.01(4)により勝敗を決する。

試合成立前に、上記の理由により試合続行が不可能になった場合は、サスペンデッドゲームとする。 

4回終了時（後攻チームの得点が先攻チームの得点より多い場合は、4回表終了時） 10点差、5回以降7点差の場合、

コールドゲームとする。 

7回終了後、同点の場合は延長戦に入るが、延長8回 (決勝戦は10回)　あるいは試合開始から2時間00分 (決勝戦は2時間20分)

を超えては (どちらか早い方) 新しいインニングに入らず、タイブレーク方式を実施する。

 (競技に関する特別規則「タイブレーク実施細則」参照) 

支部審判

支部審判

支部審判

3月27日

（土）

伏見桃山城公園野球場

京田辺ボーイズ

竹内　090-5059-1392

3月28日

（日）

太陽が丘球場

綾部二条合同ボーイズ

後藤　090-3998-4399

3月21日

（日）

伏見桃山城公園野球場

京都東山ボーイズ

加藤　090-1670-6278
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3月20日

（土）

大和郡山市営球場

香芝ボーイズ

徳永　090-3496-5781

吉野運動公園野球場

生駒中央ボーイズ

安野　090-1964-9838

鴻ノ巣球場

京都宇治ボーイズ

片山　090-3354-1057




