
8/10（火）　 8/13（金）

橿原運動公園硬式野球場 奈良県橿原市雲梯町３２３－２

佐藤薬品スタジアム 奈良県橿原市畝傍町５２

喜多重機グラウンド(南都Ｂ専用球場) 京都府木津川市加茂町井平尾下平尾２９（南都ボーイズ　Ｈｐ参照）

五條市阿田峯公園野球場 奈良県五條市三在町１６８０

大和郡山市営球場 大和郡山市矢田山町２番地

五條市上野公園 奈良県五條市上野町２４６番地

奈良市緑ヶ丘球場 奈良市奈良阪町２８５１番地

奈良県支部 南都ボーイズ
喜多重機グラウンド-2

10日　11：00
38 和歌山県支部 和歌山岩出ボーイズ

35 大阪北支部 大阪箕面ボーイズ
大和郡山市営球場-2

14日　11：30喜多重機グラウンド-1
10日　9：00

36 大阪中央支部 大阪柏原ボーイズ
奈良市緑ヶ丘球場-2

13日　11：30
37

大和郡山市営球場-3
14日　14：10

33 奈良県支部 宇陀ボーイズ
奈良市緑ヶ丘球場-1

13日　9：30
34 大阪南支部 堺ボーイズ

奈良県支部 香芝ボーイズ
佐藤薬品スタジアム-3

13日　13：30
32 三重県支部 桑員ボーイズ

29 奈良県支部 生駒ボーイズ
佐藤薬品スタジアム-2

13日　11：30
大和郡山市営球場-2

15日　11：30
30 岐阜県支部 岐阜ボーイズ

大和郡山市営球場-1
14日　9：30

31

兵庫県支部 尼崎ボーイズ
佐藤薬品スタジアム-1

13日　9：30
28 大阪中央支部 藤井寺ボーイズ

橿原運動公園硬式野球場-3
14日　13：40

25 奈良県支部 天理ボーイズ
五條市上野公園-2

13日　11：00
26 和歌山県支部 和歌山ボーイズ

橿原運動公園硬式野球場-2
14日　11：00

27

奈良県支部 大和ボーイズ
五條市上野公園-1

13日　9：00
24 大阪中央支部 枚岡ボーイズ

大和郡山市営球場-3
15日　14：10

21 愛知県東支部 西尾ボーイズ
大和郡山市営球場-3

13日　13：30
22 大阪阪南支部 堺初芝ボーイズ

橿原運動公園硬式野球場-1
14日　9：00

23

五條市阿田峯公園-2
14日　11：00

19 奈良県支部 奈良葛城ボーイズ
大和郡山市営球場-2

13日　11：30
20 三重県支部 三重北ボーイズ

橿原ボーイズ
大和郡山市営球場-1

13日　9：30
18 三重県支部 伊賀中央ボーイズ

大阪中央支部 羽曳野ボーイズ
橿原運動公園硬式野球場-3

13日　13：00
16 大阪阪南支部 大阪狭山ボーイズ

五條市阿田峯公園-3
14日　13：40

17 奈良県支部

13 奈良県支部 五條ボーイズ
橿原運動公園硬式野球場-2

13日　11：00
大和郡山市営球場-1

15日　9：30
14 滋賀県支部 大津瀬田ボーイズ

五條市阿田峯公園-1
14日　9：00

15

11 和歌山県支部 和歌山北ボーイズ
橿原運動公園硬式野球場-1

13日　9：00
12 滋賀県支部 近江ボーイズ

五條市上野公園-3
14日　13：40

9 奈良県支部 奈良北ボーイズ
五條市阿田峯公園-3

13日　13：00
10 大阪阪南支部 富田林ボーイズ

五條市上野公園-2
14日　11：00

奈良県支部 奈良ボーイズ
佐藤薬品スタジアム-2

10日　11：30
8 大阪中央支部 意岐部ボーイズ

五條市上野公園-1
14日　9：00

5 兵庫県支部 兵庫神戸ボーイズ
佐藤薬品スタジアム -1

10日　9：30
6 大阪北支部 大淀ボーイズ

五條市阿田峯公園-2
13日　11：00

7

五條市阿田峯公園-1
13日　9：00

3 奈良県支部 生駒中央ボーイズ
橿原運動公園硬式野球場-2

10日　11：00
4 大阪阪南支部 大阪泉北ボーイズ

第40回　日本少年野球　奈良大会

8/14（土）　 8/15（日）　

1 滋賀県支部 滋賀栗東ボーイズ
橿原運動公園硬式野球場-1

10日　9：00
2 大阪南支部 大阪山直ボーイズ



会　場 橿原運動公園硬式野球場 佐藤薬品スタジアム

球場担当 生駒中央ボーイズ 奈良ボーイズ

責任者連絡先 安野　090-1964-9838 角振　090-3493-5752

第一試合 9時00分 9時30分

第二試合 11時00分 11時30分

8月10日 会　場 喜多重機グラウンド

（火） 球場担当 南都ボーイズ

責任者連絡先 奥　090-7090-9899

第一試合 9時00分

第二試合 11時00分

会　場 五條市阿田峯公園 橿原運動公園硬式野球場

球場担当 奈良北ボーイズ 五條ボーイズ

責任者連絡先 小島　080-3039-7396 倉好　090-1132-5677

第一試合 9時00分 9時00分

第二試合 11時00分 11時00分

第三試合 13時00分 13時00分

会　場 大和郡山市営球場 五條市上野公園

球場担当 奈良葛城ボーイズ 天理ボーイズ

8月13日 責任者連絡先 庄野　080-3769-3526 倉本　080-2470-2771

（金） 第一試合 9時30分 9時00分

第二試合 11時30分 11時00分

第三試合 13時30分 －

会　場 佐藤薬品スタジアム 奈良市緑ヶ丘球場

球場担当 生駒ボーイズ 宇陀ボーイズ

責任者連絡先 藤原　090-7100-6440 中西　080-3953-5032

第一試合 9時30分 9時00分

第二試合 11時30分 11時00分

第三試合 13時30分 －

会　場 五條市上野公園 五條市阿田峯公園

球場担当 奈良北ボーイズ 橿原ボーイズ

責任者連絡先 小島　080-3039-7396 山本　090-5969-0365

第一試合 9時00分 9時00分

第二試合 11時00分 11時00分

8月14日 第三試合 13時40分 13時40分

（土） 会　場 橿原運動公園硬式野球場 大和郡山市営球場

球場担当 大和ボーイズ 香芝ボーイズ

責任者連絡先 松本　090-3724-4254 徳永　090-3496-5781

第一試合 9時00分 9時30分

第二試合 11時00分 11時30分

第三試合 13時40分 14時10分

会　場

球場担当

8月15日 責任者連絡先

（日） 第一試合

第二試合

第三試合

閉 会 式

第40回 日本少年野球 奈良大会 役割分担表

11時30分

14時10分

16時10分

大和郡山市営球場

奈良県支部

青山　080-3032-5446

9時30分


