
チーム201６ 塁側

場所 上石津球場 1 愛知守山ボーイズ 愛知西支部 愛知守山ボーイズ 愛知西支部 大垣ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 大垣ボーイズ 3 大垣ボーイズ 岐阜県支部 諏訪ボーイズ 長野県支部 諏訪ボーイズ 長野県支部

場所 福田グラウンド 1 西濃ボーイズ 岐阜県支部 岡崎中央ボーイズ 愛知東支部 岡崎中央ボーイズ 愛知東支部

会場責任 西濃ボーイズ 3 高岡ボーイズ 北陸支部 高岡ボーイズ 北陸支部 西濃ボーイズ 岐阜県支部

場所 浅中公園グランド 1 新城ボーイズ 静岡県支部 新城ボーイズ 静岡県支部 葛城ボーイズ 奈良県支部

会場責任 西濃ボーイズ 3 葛城ボーイズ 奈良県支部 湖北ボーイズ 滋賀県支部 湖北ボーイズ 滋賀県支部

場所 神海グランド 1 揖斐本巣ボーイズ 岐阜県支部 滋賀南郷ボーイズ 滋賀県支部 滋賀南郷ボーイズ 滋賀県支部

会場責任 揖斐本巣ﾎﾞｰｲｽﾞ 3 愛知木曽川ボーイズ 愛知西支部 愛知木曽川ボーイズ 愛知西支部 揖斐本巣ボーイズ 岐阜県支部

場所 千疋グラウンド 1 関ボーイズ 岐阜県支部 愛知知立ボーイズ 愛知西支部 愛知知立ボーイズ 愛知西支部

会場責任 関ﾎﾞｰｲｽﾞ 3 三好東郷ボーイズ 愛知西支部 三好東郷ボーイズ 愛知西支部 関ボーイズ 岐阜県支部

場所 大垣西高校 1 岡崎中央ボーイズ 愛知東支部 岡崎中央ボーイズ 愛知東支部 下呂ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 大垣ボーイズ 3 下呂ボーイズ 岐阜県支部 尾張ボーイズ 愛知西支部 尾張ボーイズ 愛知西支部

場所 池田高校 1 岐阜北ボーイズ 岐阜県支部 愛知豊川ボーイズ 愛知東支部 岐阜北ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 岐阜北ボーイズ 3 西尾ボーイズ 愛知東支部 西尾ボーイズ 愛知東支部 愛知豊川ボーイズ 愛知東支部

場所 羽島浄化槽グランド 1 岐阜羽島ボーイズ 岐阜県支部 岡崎葵ボーイズ 愛知東支部 岡崎葵ボーイズ 愛知東支部

会場責任 岐阜羽島ボーイズ 3 京都洛北ボーイズ 京都支部 京都洛北ボーイズ 京都支部 岐阜羽島ボーイズ 岐阜県支部

場所 海津明誠高校 1 富山東部ボーイズ 北陸支部

会場責任 岐阜羽島ボーイズ 3 愛知津島ボーイズ 愛知西支部

場所 みずきグランド 1 岐阜中濃ボーイズ 岐阜県支部 京都洛中ボーイズ 京都支部 京都洛中ボーイズ 京都支部

会場責任 岐阜中濃ボーイズ 3 中京ボーイズ 愛知西支部 中京ボーイズ 愛知西支部 岐阜中濃ボーイズ 岐阜県支部

チーム201６ 塁側

場所 上石津球場 1 岡崎中央ボーイズ 愛知東支部 岡崎中央ボーイズ 愛知東支部 大垣ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 大垣ボーイズ 3 大垣ボーイズ 岐阜支部 滋賀草津ボーイズ 滋賀県支部 滋賀草津ボーイズ 滋賀県支部

チーム201６ 塁側

場所 福田グラウンド 1 西濃ボーイズ 岐阜県支部 伊賀ボーイズ 三重県支部 富山連合ボーイズ 北陸支部 西濃ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 西濃ボーイズ 3 富山連合ボーイズ 北陸支部 三好東郷ボーイズ 愛知東支部 三好東郷ボーイズ 愛知東支部 伊賀ボーイズ 三重県支部

場所 千疋グラウンド 1 関ボーイズ 岐阜県支部 滋賀南郷ボーイズ 滋賀県支部 白山能美ボーイズ 北陸支部 関ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 関ﾎﾞｰｲｽﾞ 3 愛知知立ボーイズ 愛知西支部 白山能美ボーイズ 北陸支部 愛知知立ボーイズ 愛知西支部 滋賀南郷ボーイズ 滋賀県支部

場所 大垣西高校 1 揖斐本巣ボーイズ 岐阜県支部 湖北ボーイズ 滋賀県支部 尾張ボーイズ 愛知西支部 揖斐本巣ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 揖斐本巣ﾎﾞｰｲｽﾞ 3 尾張ボーイズ 愛知西支部 岡崎葵ボーイズ 愛知県東支部 岡崎葵ボーイズ 愛知県東支部 湖北ボーイズ 滋賀県支部

場所 高桑グランド 1 岐阜南ボーイズ 岐阜県支部 京都洛北ボーイズ 京都支部 愛知木曽川ボーイズ 愛知西支部 岐阜南ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 岐阜南ボーイズ 3 愛知木曽川ボーイズ 愛知西支部 東三河ボーイズ 愛知東支部 東三河ボーイズ 愛知東支部 京都洛北ボーイズ 京都支部

場所 池田高校 1 岐阜北ボーイズ 岐阜県支部 越前ボーイズ 福井県支部 西尾ボーイズ 愛知東支部 岐阜北ボーイズ 岐阜県支部

会場責任 岐阜北ボーイズ 3 西尾ボーイズ 愛知東支部 中京ボーイズ 愛知西支部 越前ボーイズ 福井県支部 中京ボーイズ 愛知西支部

場所 羽島浄化槽グランド 1 下呂ボーイズ 岐阜県支部 愛知豊川ボーイズ 愛知東支部 愛知豊川ボーイズ 愛知東支部

会場責任 岐阜羽島ボーイズ 3 愛知津島ボーイズ 愛知西支部 岐阜羽島ボーイズ 岐阜県支部 愛知津島ボーイズ 愛知西支部

場所 みずきグランド 1 岐阜中濃ボーイズ 岐阜県支部 穂の国ボーイズ 愛知東支部 諏訪ボーイズ 長野県支部 愛知守山ボーイズ 愛知西支部

会場責任 岐阜中濃ボーイズ 3 諏訪ボーイズ 長野県支部 愛知守山ボーイズ 愛知西支部 穂の国ボーイズ 愛知東支部 岐阜中濃ボーイズ 岐阜県支部

１３：２０～１５：２０

2
西濃ボーイズ　　　　高岡ボーイズ
岡崎中央ボーイズ

1
大垣ボーイズ　　　愛知守山ボーイズ○
諏訪ボーイズ

会場別組合せ 2016/11/5 10:11
2016/11/19 ９：００～１１：００ １１：１０～１３：１０

5
関ボーイズ　　　　　三好東郷ボーイズ
○　　　　　　愛知知立ボーイズ　○

4
揖斐本巣ボーイズ　　愛知木曽川ボーイ
ズ　　　　　滋賀南郷ボーイズ

3
新城ボーイズ　　　　葛城ボーイズ
湖北ボーイズ

8
岐阜羽島ボーイズ　　岡崎葵ボーイズ
京都洛北ボーイズ

7
岐阜北ボーイズ　　　西尾ボーイズ○
愛知豊川ボーイズ

6
下呂ボーイズ　　　　尾張ボーイズ
岡崎中央ボーイズ

2016/11/5 10:11

10
岐阜中濃ボーイズ    京都洛中ボーイズ
中京ボーイズ

9 愛知津島ボーイズ　　富山連合ボーイズ

１１：５０～１３：２０ １３：３０～１５：００

2016/11/20 ９：００～１１：００ １１：１０～１３：１０ １３：２０～１５：２０

2
西濃ボーイズ　　　　伊賀ボーイズ
富山連合ボーイズ　三好東郷ボーイズ

大垣ボーイズ　　　　滋賀草津ボーイズ
岡崎中央ボーイズ

2016/11/20 ８：３０～１０：００ １０：１０～１１：４０

1

5
岐阜南ボーイズ　　愛知木曽川ボーイズ
京都洛北ボーイズ　　　東三河ボーイズ

4
揖斐本巣ボーイズ　　　尾張ボーイズ
岡崎葵ボーイズ　　　　湖北ボーイズ

3
関ボーイズ　　　滋賀南郷ボーイズ
愛知知立ボーイズ　　白山能美ボーイズ

8
岐阜中濃ボーイズ　　諏訪ボーイズ
穂の国ボーイズ　　　愛知守山ボーイズ

7
岐阜羽島ボーイズ　　　愛知津島ボーイ
ズ　　　　　　愛知豊川ボーイズ　　　下呂
ボーイズ　○

6
岐阜北ボーイズ　　　　越前ボーイズ○
西尾ボーイズ　　　　　中京ボーイズ


