
平成21年度 第32回 福岡ジュニアソフトボールフレンドシップリーグ 秋季大会     ９月１３日  組合せ表 

弥生小Ａグランド弥生小Ａグランド弥生小Ａグランド弥生小Ａグランド    弥生小Ｂグランド弥生小Ｂグランド弥生小Ｂグランド弥生小Ｂグランド    片江小Ａグランド片江小Ａグランド片江小Ａグランド片江小Ａグランド    片江小Ｂグランド片江小Ｂグランド片江小Ｂグランド片江小Ｂグランド    
グランド 雷山運動公園雷山運動公園雷山運動公園雷山運動公園    子供球場子供球場子供球場子供球場    

(Ａ)(Ｂ)グランド内移動があります (Ａ)(Ｂ)グランド内移動があります 
箱崎中央公園箱崎中央公園箱崎中央公園箱崎中央公園    

責任者 波多江 東月隈 清  道 八  田 南片江 次郎丸 原  田 

車両台数 ７台 １０台 １チーム ６台まで １チーム ５台まで ８台 

第１試合 波多江波多江波多江波多江    ----    香椎東香椎東香椎東香椎東

ハリケハリケハリケハリケ
東月隈東月隈東月隈東月隈    ----    泉泉泉泉    清清清清        道道道道    ----    赤赤赤赤        坂坂坂坂    板付北板付北板付北板付北    ----    八八八八        田田田田    南片江南片江南片江南片江    ----    那珂南那珂南那珂南那珂南    四箇田四箇田四箇田四箇田    ----    次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    百百百百        道道道道    ----    原原原原        田田田田    

審判･記録 次郎丸 簀  子 美野島 タートルズ 四箇田 教育リーグ(南片江) 七  隈 

第２試合 吉吉吉吉        塚塚塚塚    ----    次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    鶴鶴鶴鶴        田田田田    ----    簀簀簀簀        子子子子    老老老老        司司司司

字字字字    
----    美野島美野島美野島美野島    春春春春        吉吉吉吉    ----    タートルズタートルズタートルズタートルズ    和白東和白東和白東和白東    ----    四箇田四箇田四箇田四箇田    美野島美野島美野島美野島    ----    南片江南片江南片江南片江    那那那那        珂珂珂珂    ----    七七七七        隈隈隈隈    

審判･記録 波多江 東月隈 清  道 板付北 南片江 教育リーグ(次郎丸) 百  道 

第３試合 吉吉吉吉        塚塚塚塚    ----    波多江波多江波多江波多江    鶴鶴鶴鶴        田田田田    ----    東月隈東月隈東月隈東月隈    老老老老        司司司司

字字字字    
----    清清清清        道道道道    春春春春        吉吉吉吉    ----    板付北板付北板付北板付北    和白東和白東和白東和白東    ----    南片江南片江南片江南片江    吉塚Ａ吉塚Ａ吉塚Ａ吉塚Ａ    ----    四箇田四箇田四箇田四箇田    那那那那        珂珂珂珂    ----    百百百百        道道道道    

審判･記録 香椎東 泉 赤  坂 八  田 那珂南 教育リーグ(美野島) 原  田 

第４試合 次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    ----    香椎東香椎東香椎東香椎東

ハリケハリケハリケハリケ
簀簀簀簀        子子子子    ----    泉泉泉泉    美野島美野島美野島美野島    ----    赤赤赤赤        坂坂坂坂    タートルズタートルズタートルズタートルズ    ----    八八八八        田田田田    四箇田四箇田四箇田四箇田    ----    那珂南那珂南那珂南那珂南    次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    ----    美野島美野島美野島美野島    七七七七        隈隈隈隈    ----    原原原原        田田田田    

審判･記録 吉  塚 鶴  田 老  司 春  吉 和白東 教育リーグ(吉塚Ａ) 那  珂 

第５試合 次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    ----    波多江波多江波多江波多江    簀簀簀簀        子子子子    ----    東月隈東月隈東月隈東月隈    美野島美野島美野島美野島    ----    清清清清        道道道道    タートルズタートルズタートルズタートルズ    ----    板付北板付北板付北板付北    四箇田四箇田四箇田四箇田    ----    南片江南片江南片江南片江    南片江南片江南片江南片江    ----    吉塚Ａ吉塚Ａ吉塚Ａ吉塚Ａ    七七七七        隈隈隈隈    ----    百百百百        道道道道    

審判･記録 香椎東 泉 赤  坂 八  田 那珂南 教育リーグ(次郎丸) 原  田 

第６試合 香椎東香椎東香椎東香椎東    ----    吉吉吉吉        塚塚塚塚    泉泉泉泉    ----    鶴鶴鶴鶴        田田田田    赤赤赤赤        坂坂坂坂    ----    春春春春        吉吉吉吉    八八八八        田田田田    ----    老老老老        司司司司    那珂南那珂南那珂南那珂南    ----    和白東和白東和白東和白東    美野島美野島美野島美野島    ----    四箇田四箇田四箇田四箇田    原原原原        田田田田    ----    那那那那        珂珂珂珂    

審判･記録 波多江 簀  子 清  道 タートルズ 南片江 教育リーグ(南片江) 百  道 

第７試合 波多江波多江波多江波多江    ----    吉塚Ｂ吉塚Ｂ吉塚Ｂ吉塚Ｂ    東東東東月隈月隈月隈月隈    ----    鶴鶴鶴鶴        田田田田    赤赤赤赤        坂坂坂坂    ----    清清清清        道道道道    八八八八        田田田田    ----    老老老老        司司司司    南片江南片江南片江南片江    ----    次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    百百百百        道道道道    ----    七七七七        隈隈隈隈    

審判･記録 教育リーグ(香椎東) 教育リーグ(  泉  ) 教育リーグ 教育リーグ 
    

教育リーグ(美野島) 教育リーグ(那  珂) 

第８試合 波多江波多江波多江波多江    ----    香椎東香椎東香椎東香椎東

ハリケハリケハリケハリケ
東月隈東月隈東月隈東月隈    ----    泉泉泉泉    八八八八        田田田田    ----    清清清清        道道道道    赤赤赤赤        坂坂坂坂    ----    老老老老        司司司司    那那那那        珂珂珂珂    ----    七七七七        隈隈隈隈    

審判･記録 教育リーグ(吉塚Ｂ) 教育リーグ(鶴  田) 教育リーグ 教育リーグ 
        

教育リーグ(那  珂) 

 


