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大大大大 浜浜浜浜 ビビビビ ッッッッ ググググ ベベベベ アアアア ーーーー ズズズズ

泉泉泉泉 佐佐佐佐 野野野野 メメメメ ッッッッ ツツツツ

豊豊豊豊 島島島島 パパパパ ワワワワ ーーーー ズズズズ

錦錦錦錦 ホホホホ ワワワワ イイイイ トトトト シシシシ ンンンン ガガガガ ーーーー

大大大大阪阪阪阪ゴゴゴゴーーーールルルルデデデデンンンンフフフファァァァイイイイヤヤヤヤーーーー

新新新新 檜檜檜檜 尾尾尾尾 台台台台 少少少少 年年年年 野野野野 球球球球 部部部部

春春春春 日日日日 丘丘丘丘 ボボボボ アアアア ーーーー ズズズズ

向向向向 陽陽陽陽 ドドドド リリリリ ーーーー ムムムム スススス

桃桃桃桃 山山山山 台台台台 少少少少 年年年年 野野野野 球球球球 部部部部

美美美美 原原原原 ググググ リリリリ ーーーー ンンンン ジジジジ ャャャャ ガガガガ ーーーー ズズズズ

熊熊熊熊 取取取取 ベベベベ アアアア ーーーー ズズズズ

枚枚枚枚 方方方方 スススス カカカカ イイイイ ヤヤヤヤ ーーーー ズズズズ

山山山山 田田田田 西西西西 リリリリ トトトト ルルルル ウウウウ ルルルル フフフフ

4/11-D-14/11-D-14/11-D-14/11-D-1

朝朝朝朝 日日日日 少少少少 年年年年 野野野野 球球球球 団団団団

11111111

新新新新 家家家家 スススス タタタタ ーーーー ズズズズ

交交交交 野野野野 レレレレ イイイイ ンンンン ボボボボ ーーーー ズズズズ

30303030

北北北北 池池池池 田田田田 ノノノノ ーーーー スススス レレレレ ッッッッ ズズズズ

15151515

17171717

ババババ イイイイ キキキキ ンンンン ググググ ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア

登登登登 町町町町 イイイイ ーーーー ググググ ルルルル スススス

畷畷畷畷 ウウウウ イイイイ ンンンン ググググ スススス

光光光光 明明明明 台台台台 ハハハハ レレレレ ーーーー ズズズズ

三三三三 東東東東 ベベベベ アアアア ーーーー ズズズズ

西西西西陶陶陶陶器器器器ジジジジュュュュニニニニアアアアフフフファァァァイイイイタタタターーーーズズズズ

緑緑緑緑 ヶヶヶヶ 丘丘丘丘 ググググ リリリリ ーーーー ンンンン ヒヒヒヒ ルルルル ズズズズ

原原原原山山山山台台台台フフフファァァァイイイイヤヤヤヤーーーーボボボボーーーーイイイイズズズズ

河河河河 内内内内 長長長長 野野野野 青青青青 葉葉葉葉

守守守守 口口口口 セセセセ ネネネネ タタタタ ーーーー スススス

五五五五 常常常常 クククク ララララ ウウウウ ンンンン ズズズズ

５試合目

試　合　時　間

新新新新 金金金金 岡岡岡岡 東東東東 ビビビビ クククク トトトト リリリリ ーーーー

ググググ リリリリ ーーーー ンンンン フフフフ ァァァァ イイイイ タタタタ ーーーー ズズズズ

さ つ き 野

舞 洲 西 運 動 場

スススス タタタタ ーーーー エエエエ ーーーー スススス

三三三三 国国国国 少少少少 年年年年 野野野野 球球球球 団団団団

中中中中 もももも ずずずず シシシシ ャャャャ ーーーー クククク スススス

富富富富 木木木木 ロロロロ イイイイ ヤヤヤヤ ルルルル ズズズズ

キキキキ ンンンン ググググ ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ーーーー ズズズズ

野野野野 田田田田 フフフフ ァァァァ イイイイ タタタタ ーーーー ズズズズ

春春春春 日日日日 ロロロロ ジジジジ ャャャャ ーーーー スススス

平平平平 野野野野 ベベベベ ーーーー スススス ボボボボ ーーーー ルルルル クククク ララララ ブブブブ

金金金金 岡岡岡岡 ベベベベ アアアア ーーーー ズズズズ

住住住住 之之之之 江江江江 シシシシ ャャャャ ーーーー クククク スススス

64646464

32323232

33333333

ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア 金金金金 剛剛剛剛

オオオオ ーーーー ルルルル 阪阪阪阪 南南南南 野野野野 球球球球 クククク ララララ ブブブブ

熊熊熊熊 野野野野 ララララ イイイイ オオオオ ンンンン ズズズズ

10101010

美美美美 原原原原 ベベベベ アアアア ーーーー ズズズズ

18181818

86868686

泉泉泉泉 尾尾尾尾 北北北北 少少少少 年年年年 野野野野 球球球球 部部部部

岸岸岸岸 和和和和 田田田田 スススス トトトト ロロロロ ンンンン ググググ スススス

117117117117

河河河河 南南南南 少少少少 年年年年 野野野野 球球球球 クククク ララララ ブブブブ

ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ココココ ンンンン ドドドド ルルルル スススス

畷畷畷畷 スススス カカカカ イイイイ ヤヤヤヤ ーーーー ズズズズ

ああああ べべべべ のののの ベベベベ アアアア ーーーー ズズズズ

116116116116

118118118118

126126126126

交交交交 野野野野 イイイイ ーーーー ググググ ルルルル スススス

オオオオ ーーーー ルルルル 住住住住 道道道道

柏柏柏柏 原原原原 ヤヤヤヤ ンンンン キキキキ ーーーー ズズズズ 柏柏柏柏 原原原原

藤藤藤藤 井井井井 寺寺寺寺

大大大大 東東東東

藤藤藤藤 井井井井 寺寺寺寺 パパパパ ワワワワ ーーーー ズズズズ

交交交交 野野野野

北北北北 花花花花 田田田田 タタタタ イイイイ ガガガガ ーーーー

123123123123

B-4・F・E-A・E-B

D・A-C・A-D・F

B-2・B-3・B-4

B-2・B-3・B-4

B-2・B-3・B-4

枚枚枚枚 方方方方 レレレレ ッッッッ ズズズズ

池池池池 田田田田 AAAA GGGG

140140140140

119119119119

120120120120

121121121121

122122122122

139139139139

134134134134

135135135135

128128128128

130130130130

美 原 多 治 井

此 花 ・ 常 吉

B-4

B-4・E-A・E-B

深 北 緑 地 公 園

舞 洲 中 央 運 動 場

試 合 会 場 番 号

4/25-E-A-14/25-E-A-14/25-E-A-14/25-E-A-1

２試合目

１試合目

舞 洲 運 動 広 場

４試合目

３試合目

み な と 堺 軟 式

5/2-F-45/2-F-45/2-F-45/2-F-4

5/2-A-D-25/2-A-D-25/2-A-D-25/2-A-D-2

決 勝 ト ー ナ メ ン ト

泉泉泉泉 佐佐佐佐 野野野野 フフフフ レレレレ ンンンン ズズズズ

B-4・E-A・E-B

晴晴晴晴 美美美美 台台台台 タタタタ イイイイ ガガガガ ーーーー スススス

箕箕箕箕 輪輪輪輪 ガガガガ ッッッッ テテテテ ィィィィ ーーーー ズズズズ

B-3・B-4

B-4・D

B-4

113113113113

110110110110

4/11-B-4-34/11-B-4-34/11-B-4-34/11-B-4-3

106106106106

B-4・D・A-C・A-D

B-4・D

5/2-A-C-55/2-A-C-55/2-A-C-55/2-A-C-5

108108108108

ググググ リリリリ ーーーー ンンンン オオオオ リリリリ オオオオ ンンンン ズズズズ

キキキキ ンンンン ググググ シシシシ ャャャャ イイイイ アアアア ンンンン スススス

畷畷畷畷 イイイイ ンンンン パパパパ ルルルル スススス

摂摂摂摂 津津津津 ココココ ンンンン ドドドド ルルルル ズズズズ

105105105105西西西西

104104104104摂摂摂摂 津津津津

127127127127

88888888

4/11-D-44/11-D-44/11-D-44/11-D-4 4/18-B-4-14/18-B-4-14/18-B-4-14/18-B-4-1

豊豊豊豊 能能能能 89898989西西西西 能能能能 勢勢勢勢 少少少少 年年年年 野野野野 球球球球 クククク ララララ ブブブブ

35353535 東東東東 大大大大 阪阪阪阪 石石石石 切切切切 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア モモモモ ンンンン キキキキ ーーーー ズズズズ 交交交交 北北北北 タタタタ イイイイ ガガガガ ーーーー 枚枚枚枚 方方方方

4/11-D-34/11-D-34/11-D-34/11-D-3 4/11-A-C-24/11-A-C-24/11-A-C-24/11-A-C-2

36363636 池池池池 田田田田 石石石石 橋橋橋橋 南南南南 ブブブブ レレレレ ーーーー ブブブブ スススス 美美美美 原原原原 ララララ イイイイ オオオオ ンンンン ズズズズ 美美美美 原原原原 107107107107

53535353 堺堺堺堺 平平平平 岡岡岡岡 ジジジジ ャャャャ ガガガガ ーーーー ズズズズ 山山山山 本本本本 クククク ララララ ブブブブ 八八八八 尾尾尾尾 124124124124

4/11-A-C-14/11-A-C-14/11-A-C-14/11-A-C-1 4/11-A-C-34/11-A-C-34/11-A-C-34/11-A-C-3

交交交交 野野野野 12512512512554545454 門門門門 真真真真 二二二二 島島島島 ジジジジ ャャャャ ガガガガ ーーーー ズズズズ 交交交交 野野野野 ブブブブ ルルルル －－－－ スススス カカカカ イイイイ

71717171 羽羽羽羽 曳曳曳曳 野野野野 羽羽羽羽 曳曳曳曳 野野野野 イイイイ ーーーー ググググ ルルルル スススス 酉酉酉酉 島島島島 つつつつ くくくく しししし

道道道道 明明明明 寺寺寺寺 レレレレ ッッッッ ドドドド タタタタ イイイイ ガガガガ ーーーー スススス

4/18-E-A-54/18-E-A-54/18-E-A-54/18-E-A-5

此此此此 花花花花 142142142142

4/25-F-14/25-F-14/25-F-14/25-F-1

4/18-E-B-34/18-E-B-34/18-E-B-34/18-E-B-3

5/2-D-25/2-D-25/2-D-25/2-D-2

4/18-B-4-24/18-B-4-24/18-B-4-24/18-B-4-2

4/11-B-4-44/11-B-4-44/11-B-4-44/11-B-4-4

4/11-A-D-14/11-A-D-14/11-A-D-14/11-A-D-1

4/25-E-A-54/25-E-A-54/25-E-A-54/25-E-A-5

4/11-A-C-54/11-A-C-54/11-A-C-54/11-A-C-5

4/18-B-4-44/18-B-4-44/18-B-4-44/18-B-4-4

5/2-A-C-45/2-A-C-45/2-A-C-45/2-A-C-4

4/18-E-B-24/18-E-B-24/18-E-B-24/18-E-B-2

4/25-B-4-54/25-B-4-54/25-B-4-54/25-B-4-5

4/11-B-4-14/11-B-4-14/11-B-4-14/11-B-4-1

5/2-A-C-25/2-A-C-25/2-A-C-25/2-A-C-2

4/18-E-B-14/18-E-B-14/18-E-B-14/18-E-B-1

4/25-E-A-24/25-E-A-24/25-E-A-24/25-E-A-2

5/9-B-2-35/9-B-2-35/9-B-2-35/9-B-2-3

4/11-A-D-54/11-A-D-54/11-A-D-54/11-A-D-5

5/9-B-2-25/9-B-2-25/9-B-2-25/9-B-2-2

4/11-A-D-44/11-A-D-44/11-A-D-44/11-A-D-4

4/11-D-54/11-D-54/11-D-54/11-D-5

5/2-F-15/2-F-15/2-F-15/2-F-1

4/18-E-A-24/18-E-A-24/18-E-A-24/18-E-A-2

5/2-F-25/2-F-25/2-F-25/2-F-2

4/25-F-44/25-F-44/25-F-44/25-F-4

5/2-D-45/2-D-45/2-D-45/2-D-4
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