
優勝優勝優勝優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝

8888 2222

4444 3333

4444 3333 3（3）3（3）3（3）3（3） 3（2）3（2）3（2）3（2）

2（3）2（3）2（3）2（3） 2（2）2（2）2（2）2（2） 8888 3333 0000 4444 9999 1111

8888 0000 4444 4444

Ａ１位Ａ１位Ａ１位Ａ１位 Ｄ２位Ｄ２位Ｄ２位Ｄ２位

Ｃ１位Ｃ１位Ｃ１位Ｃ１位 Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位

Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位 Ｃ２位Ｃ２位Ｃ２位Ｃ２位

Ｄ１位Ｄ１位Ｄ１位Ｄ１位 Ａ２位Ａ２位Ａ２位Ａ２位

第１第１第１第１

①勝①勝①勝①勝

第１第１第１第１

②勝②勝②勝②勝

第２第２第２第２

①勝①勝①勝①勝

第２第２第２第２

②勝②勝②勝②勝

第１第１第１第１

①敗①敗①敗①敗

第１第１第１第１

②敗②敗②敗②敗

第２第２第２第２

①敗①敗①敗①敗

第２第２第２第２

②敗②敗②敗②敗

第１第１第１第１

③勝③勝③勝③勝

第２第２第２第２

③勝③勝③勝③勝

第１第１第１第１

③敗③敗③敗③敗

第２第２第２第２

③敗③敗③敗③敗

但馬協会但馬協会但馬協会但馬協会

得点／累積

　村　岡　村　岡　村　岡　村　岡

　港　東　港　東　港　東　港　東

　浜　坂　浜　坂　浜　坂　浜　坂

　香　住　香　住　香　住　香　住

　温　泉　温　泉　温　泉　温　泉

　八　鹿　八　鹿　八　鹿　八　鹿

　リ　ベ　リ　ベ　リ　ベ　リ　ベ

　山　東　山　東　山　東　山　東

4-34-34-34-3 浜　坂浜　坂浜　坂浜　坂

山　　　東山　　　東山　　　東山　　　東

但馬協会但馬協会但馬協会但馬協会

審　　　判

村　　　岡村　　　岡村　　　岡村　　　岡

浜　　　坂浜　　　坂浜　　　坂浜　　　坂

３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦

リ　ベリ　ベリ　ベリ　ベ 8-28-28-28-2 八　鹿八　鹿八　鹿八　鹿

浜　坂浜　坂浜　坂浜　坂 4-34-34-34-3 村　岡村　岡村　岡村　岡

山　東山　東山　東山　東 8-08-08-08-0 香　住香　住香　住香　住

温　泉温　泉温　泉温　泉 4-44-44-44-4 港　東港　東港　東港　東

第２　⑤第２　⑤第２　⑤第２　⑤

13:0013:0013:0013:00

12:0012:0012:0012:00

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局

　山　東　山　東　山　東　山　東

　香　住　香　住　香　住　香　住

　温　泉　温　泉　温　泉　温　泉

　港　東　港　東　港　東　港　東

事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局

温　　　泉温　　　泉温　　　泉温　　　泉

但馬協会但馬協会但馬協会但馬協会

第２　①第２　①第２　①第２　①

第１　②第１　②第１　②第１　②

第２　②第２　②第２　②第２　②

第１　③第１　③第１　③第１　③

第２　③第２　③第２　③第２　③

第２　④第２　④第２　④第２　④

第１　⑤第１　⑤第１　⑤第１　⑤

リ　ベリ　ベリ　ベリ　ベ

但馬協会但馬協会但馬協会但馬協会

但馬協会但馬協会但馬協会但馬協会

但馬協会但馬協会但馬協会但馬協会

但馬協会但馬協会但馬協会但馬協会

山　　　東山　　　東山　　　東山　　　東

但馬協会但馬協会但馬協会但馬協会

香　　　住香　　　住香　　　住香　　　住

八　　　鹿八　　　鹿八　　　鹿八　　　鹿

決勝トーナメント　組み合わせ表決勝トーナメント　組み合わせ表決勝トーナメント　組み合わせ表決勝トーナメント　組み合わせ表

第１　⑤第１　⑤第１　⑤第１　⑤

13:00～13:00～13:00～13:00～

第１　④第１　④第１　④第１　④

決　勝　戦決　勝　戦決　勝　戦決　勝　戦

Ｃ１位Ｃ１位Ｃ１位Ｃ１位 Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位 Ｄ１位Ｄ１位Ｄ１位Ｄ１位

八　鹿八　鹿八　鹿八　鹿

9-19-19-19-1

10:0010:0010:0010:00

10:3010:3010:3010:30

港　　　東港　　　東港　　　東港　　　東

香　　　住香　　　住香　　　住香　　　住

港　　　東港　　　東港　　　東港　　　東

温　　　泉温　　　泉温　　　泉温　　　泉

リ　　　ベリ　　　ベリ　　　ベリ　　　ベ

敗者交流戦敗者交流戦敗者交流戦敗者交流戦

港　東港　東港　東港　東

決勝トーナメント　試合日程表決勝トーナメント　試合日程表決勝トーナメント　試合日程表決勝トーナメント　試合日程表

試　合

１　回　戦１　回　戦１　回　戦１　回　戦

準　決　勝準　決　勝準　決　勝準　決　勝

開始予定

　第１＝第１ピッチ、第２＝第２ピッチ　第１＝第１ピッチ、第２＝第２ピッチ　第１＝第１ピッチ、第２＝第２ピッチ　第１＝第１ピッチ、第２＝第２ピッチ

第２　⑤第２　⑤第２　⑤第２　⑤

13:00～13:00～13:00～13:00～

浜　坂浜　坂浜　坂浜　坂
第３位第３位第３位第３位

第１　③第１　③第１　③第１　③

11:30～11:30～11:30～11:30～

第２　③第２　③第２　③第２　③

11:30～11:30～11:30～11:30～

第１③敗者第１③敗者第１③敗者第１③敗者 第２③敗者第２③敗者第２③敗者第２③敗者

第１　①第１　①第１　①第１　①

10:00～10:00～10:00～10:00～

第１　②第１　②第１　②第１　②

10:30～10:30～10:30～10:30～

第２　①第２　①第２　①第２　①

10:00～10:00～10:00～10:00～

第２　②第２　②第２　②第２　②

10:30～10:30～10:30～10:30～

リベルテリベルテリベルテリベルテ

11:3011:3011:3011:30

第１　④第１　④第１　④第１　④

12:00～12:00～12:00～12:00～

八　鹿八　鹿八　鹿八　鹿 （3）3-3（2）（3）3-3（2）（3）3-3（2）（3）3-3（2） 村　岡村　岡村　岡村　岡

第２　④第２　④第２　④第２　④

12:00～12:00～12:00～12:00～

リ　ベリ　ベリ　ベリ　ベ （3）2-2（2）（3）2-2（2）（3）2-2（2）（3）2-2（2） 山　東山　東山　東山　東

温　泉温　泉温　泉温　泉 0-40-40-40-4

浜　坂浜　坂浜　坂浜　坂 8-38-38-38-3 香　住香　住香　住香　住

村　岡村　岡村　岡村　岡

ピッチ

第１　①第１　①第１　①第１　①

対　　　　戦　　　　カ　　　　ー　　　　ド

村村村村

　　　　

　　　　

岡岡岡岡

八　　　鹿八　　　鹿八　　　鹿八　　　鹿

リリリリ

ベベベベ

ルルルル

テテテテ

山山山山

　　　　

　　　　

東東東東

浜浜浜浜

　　　　

　　　　

坂坂坂坂

香香香香

　　　　

　　　　

住住住住

温温温温

　　　　

　　　　

泉泉泉泉

八八八八

　　　　

　　　　

鹿鹿鹿鹿

村村村村

　　　　

　　　　

岡岡岡岡

港港港港

　　　　

　　　　

東東東東

浜浜浜浜

　　　　

　　　　

坂坂坂坂Ａ１位Ａ１位Ａ１位Ａ１位 Ｄ２位Ｄ２位Ｄ２位Ｄ２位 Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位 Ｃ２位Ｃ２位Ｃ２位Ｃ２位 Ａ２位Ａ２位Ａ２位Ａ２位



　【第１ピッチ】

グループ　Ａグループ　Ａグループ　Ａグループ　Ａ     関 宮    関 宮    関 宮    関 宮 　　リ ベ　　リ ベ　　リ ベ　　リ ベ 　　国 府　　国 府　　国 府　　国 府 　　港 東　　港 東　　港 東　　港 東
勝ち点 得失点差 順　位

    関 宮    関 宮    関 宮    関 宮

××××

0-140-140-140-14

××××

4-74-74-74-7

××××

4-74-74-74-7

0000 -20-20-20-20 4444

　　リ ベ　　リ ベ　　リ ベ　　リ ベ

○○○○

14-014-014-014-0

○○○○

7-07-07-07-0

○○○○

4-14-14-14-1

9999 +24+24+24+24 1111

　　国 府　　国 府　　国 府　　国 府

○○○○

7-47-47-47-4

××××

0-70-70-70-7

××××

0-20-20-20-2

3333 -6-6-6-6 3333

　　港 東　　港 東　　港 東　　港 東

○○○○

7-47-47-47-4

××××

1-41-41-41-4

○○○○

2-02-02-02-0

6666 +2+2+2+2 2222

グループ　Ｂグループ　Ｂグループ　Ｂグループ　Ｂ 　　浜 坂　　浜 坂　　浜 坂　　浜 坂 　　五 荘　　五 荘　　五 荘　　五 荘 　　但 東　　但 東　　但 東　　但 東 　　八 鹿　　八 鹿　　八 鹿　　八 鹿
勝ち点 得失点差 順　位

　　浜 坂　　浜 坂　　浜 坂　　浜 坂

○○○○

2-12-12-12-1

○○○○

2-12-12-12-1

○○○○

7-57-57-57-5

9999 +4+4+4+4 1111

　　五 荘　　五 荘　　五 荘　　五 荘

××××

1-21-21-21-2

△△△△

3-33-33-33-3

××××

2-42-42-42-4

1111 -3-3-3-3 3333

　　但 東　　但 東　　但 東　　但 東

××××

1-21-21-21-2

△△△△

3-33-33-33-3

××××

1-51-51-51-5

1111 -5-5-5-5 4444

　　八 鹿　　八 鹿　　八 鹿　　八 鹿

××××

5-75-75-75-7

○○○○

4-24-24-24-2

○○○○

5-15-15-15-1

6666 +4+4+4+4 2222

　【第２ピッチ】

グループ　Ｃグループ　Ｃグループ　Ｃグループ　Ｃ 　　リベＢ　　リベＢ　　リベＢ　　リベＢ 　　豊 岡　　豊 岡　　豊 岡　　豊 岡 　　香 住　　香 住　　香 住　　香 住 　　温 泉　　温 泉　　温 泉　　温 泉
勝ち点 得失点差 順　位

　　リベＢ　　リベＢ　　リベＢ　　リベＢ

○○○○

1-01-01-01-0

△△△△

3-33-33-33-3

××××

2-32-32-32-3

4444 0000 3333

　　豊 岡　　豊 岡　　豊 岡　　豊 岡

××××

0-10-10-10-1

××××

2-52-52-52-5

××××

1-41-41-41-4

0000 -7-7-7-7 4444

　　香 住　　香 住　　香 住　　香 住

△△△△

3-33-33-33-3

○○○○

5-25-25-25-2

××××

0-20-20-20-2

4444 +1+1+1+1 2222

　　温 泉　　温 泉　　温 泉　　温 泉

○○○○

3-23-23-23-2

○○○○

4-14-14-14-1

○○○○

2-02-02-02-0

9999 +6+6+6+6 1111

グループ　Ｄグループ　Ｄグループ　Ｄグループ　Ｄ 　　村 岡　　村 岡　　村 岡　　村 岡 　　生 野　　生 野　　生 野　　生 野 　　和田山　　和田山　　和田山　　和田山 　　山 東　　山 東　　山 東　　山 東
勝ち点 得失点差 順　位

　　村 岡　　村 岡　　村 岡　　村 岡

○○○○

7-17-17-17-1

○○○○

6-06-06-06-0

○○○○

4-34-34-34-3

9999 +13+13+13+13 1111

　　生 野　　生 野　　生 野　　生 野

××××

1-71-71-71-7

○○○○

3-03-03-03-0

××××

0-60-60-60-6

3333 -9-9-9-9 3333

　　和田山　　和田山　　和田山　　和田山

××××

0-60-60-60-6

××××

0-30-30-30-3

××××

0-70-70-70-7

0000 -16-16-16-16 4444

　　山 東　　山 東　　山 東　　山 東

××××

3-43-43-43-4

○○○○

6-06-06-06-0

○○○○

7-07-07-07-0

6666 +12+12+12+12 2222

予選リーグ　組み合わせ・対戦成績表予選リーグ　組み合わせ・対戦成績表予選リーグ　組み合わせ・対戦成績表予選リーグ　組み合わせ・対戦成績表


