
Aグループ

八幡 白鳳 日野 大宝 勝点 得点 失点 得失差 順位

A1 八幡 ☆

A2 白鳳 ☆

A3 日野 ☆

A4 大宝 ☆

Bグループ

伴谷 レーク 篠原 堅田 勝点 得点 失点 得失差 順位

B1 伴谷 ☆

B2 ﾚｰｸｳｴｽﾄ ☆

B3 篠原 ☆

B4 堅田 ☆

Cグループ

玉津 甲南 BSC 竜王 勝点 得点 失点 得失差 順位

C1 玉津 ☆

C2 甲南 ☆

C3 BSC ☆

C4 竜王 ☆

Dグループ

長浜北 五箇所 安土 高月 勝点 得点 失点 得失差 順位

D1 長浜北 ☆

D2 五箇所 ☆

D3 安土 ☆

D4 高月 ☆

予選リーグ表



主審 玉津 主審 BSC

副審 甲南 副審 竜王

主審 長浜北 主審 安土

副審 五箇所 副審 高月

主審 八幡 主審 日野

副審 白鳳 副審 大宝

主審 伴谷 主審 篠原

副審 ﾚｰｸｳｴｽﾄ 副審 堅田

主審 甲南 主審 竜王

副審 玉津 副審 BSC

主審 五箇所 主審 高月

副審 長浜北 副審 安土

主審 白鳳 主審 大宝

副審 八幡 副審 日野

主審 ﾚｰｸｳｴｽﾄ 主審 堅田

副審 伴谷 副審 篠原

主審 玉津 主審 BSC

副審 甲南 副審 竜王

主審 長浜北 主審 安土

副審 五箇所 副審 高月

主審 八幡 主審 日野

副審 白鳳 副審 大宝

主審 伴谷 主審 篠原

副審 ﾚｰｸｳｴｽﾄ 副審 堅田

主審 A1位 主審 A2位

副審 B２位 副審 B1位

主審 C１位 主審 C２位

副審 D２位 副審 D１位

主審 A3位 主審 A４位

副審 B４位 副審 B３位

主審 C３位 主審 C４位

副審 D４位 副審 D３位

主審 ④勝 主審 ④勝

副審 ④負 副審 ④負

主審 ⑤勝 主審 ⑤勝

副審 ⑤負 副審 ⑤負

主審 ⑥勝 主審 ⑥勝

副審 ⑥負 副審 ⑥負

主審 ⑦勝 主審 ⑦勝

副審 ⑦負 副審 ⑦負

主審 ⑧勝 主審 ⑧勝

副審 ⑧負 副審 ⑧負

主審 ⑨勝 主審 ⑨勝

副審 ⑨負 副審 ⑨負

１日目・タイムスケジュール
時間 Aピッチ・対戦カード 審判 Bピッチ・対戦カード 審判

－ 白鳳 日野 － 大宝

②
09：40～10：15

伴谷 － ﾚｰｸｳｴｽﾄ 篠原 － 堅田

①
09：00～09：35

八幡

－ 甲南 BSC － 竜王

④
11：00～11：35

長浜北 － 五箇所 安土 － 高月

③
10：20～10：55

玉津

－ 日野 白鳳 － 大宝

⑥
12：20～12：55

伴谷 － 篠原 ﾚｰｸｳｴｽﾄ － 堅田

⑤
11：40～12：15

八幡

－ BSC 甲南 － 竜王

⑧
13：40～14：15

長浜北 － 安土 五箇所 － 高月

⑦
13：00～13：35

玉津

－ 大宝 白鳳 － 日野

⑩
15：00～15：35

伴谷 － 堅田 ﾚｰｸｳｴｽﾄ － 篠原

⑨
14：20～14：55

八幡

－ 竜王 甲南 － BSC

⑫
16：20～16：55

長浜北 － 高月 五箇所 － 安土

⑪
15：40～16：15

玉津

－

２日目・タイムスケジュール
時間 Aピッチ・対戦カード 審判 Bピッチ・対戦カード 審判

A3位 － B4位 A4位

－

B３位

②
09：40～10：15

C3位 － D4位 C4位 － D3位

①
09：00～09：35

A1位 － B2位
③

10：20～10：55
A2位

下位T

－
準決勝

B1位

④
11：00～11：35

C１位 － D２位 C2位 － D１位

①勝
下位T

－
準決勝

②勝 ①勝

上位T

－
準決勝

②勝

⑥
12：20～12：55

①負 － ②負 ①負 － ②負

⑤
11：40～12：15

③勝
上位T

－
準決勝

④勝 ③勝

下位T

－
３　決

④勝

⑧
13：40～14：15

③負 － ④負 ③負 － ④負

⑦
13：00～13：35

⑦負
上位T

－
３　決

⑦負 ⑤負

閉　　　会　　　式

⑤負

⑩
15：00～15：35

⑦勝
上位T

－
決　勝

⑦勝 ⑤勝
下位T

－
決　勝

⑤勝

⑨
14：20～14：55


