
平成23年度 第34回 福岡ジュニアソフトボールフレンドシップリーグ 春季大会     ３月１３日  組合せ表 

グランド 波多江小波多江小波多江小波多江小((((ＡＡＡＡ))))    波多江小波多江小波多江小波多江小((((ＢＢＢＢ))))

警察警察警察警察    
警固小学校警固小学校警固小学校警固小学校    千早運動公園千早運動公園千早運動公園千早運動公園    子供球場子供球場子供球場子供球場    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 百  道 赤  坂 千早西 東月隈 原  田 

車両台数 ６台 ６台 ４台 ７台 ８台 ７台 

第１試合 愛愛愛愛        好好好好    ----    波多江波多江波多江波多江    百百百百        道道道道    ----    那珂南那珂南那珂南那珂南    千早西千早西千早西千早西    ----    清清清清        道道道道    東月隈東月隈東月隈東月隈    ----    八八八八        田田田田    

審判･記録 七  隈 四箇田 
    

老  司 香椎東 
    

第２試合 那那那那        珂珂珂珂    ----    七七七七        隈隈隈隈    鶴鶴鶴鶴        田田田田    ----    四箇田四箇田四箇田四箇田    赤赤赤赤        坂坂坂坂    ----    次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    南片江南片江南片江南片江    ----    老老老老        司司司司    泉泉泉泉    ----    香椎東香椎東香椎東香椎東    原原原原        田田田田    ----    板付北板付北板付北板付北    

審判･記録 愛  好 百  道 美野島 千早西 東月隈 香  椎 

第３試合 那那那那        珂珂珂珂    ----    愛愛愛愛        好好好好    鶴鶴鶴鶴        田田田田    ----    百百百百        道道道道    タートルズタートルズタートルズタートルズ    ----    美野島美野島美野島美野島    南片江南片江南片江南片江    ----    千早西千早西千早西千早西    泉泉泉泉    ----    東月隈東月隈東月隈東月隈    吉吉吉吉        塚塚塚塚    ----    香香香香        椎椎椎椎    

審判･記録 波多江 那珂南 赤  坂 清  道 八  田 原  田 

第４試合 七七七七        隈隈隈隈    ----    波多江波多江波多江波多江    四箇田四箇田四箇田四箇田    ----    那珂南那珂南那珂南那珂南    タートルズタートルズタートルズタートルズ    ----    赤赤赤赤        坂坂坂坂    老老老老        司司司司    ----    清清清清        道道道道    香椎東香椎東香椎東香椎東    ----    八八八八        田田田田    吉吉吉吉        塚塚塚塚    ----    原原原原        田田田田    

審判･記録 那  珂 鶴  田 次郎丸 南片江 泉 板付北 

第５試合 七七七七        隈隈隈隈    ----    愛愛愛愛        好好好好    四箇田四箇田四箇田四箇田    ----    百百百百        道道道道    美野島美野島美野島美野島    ----    次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    老老老老        司司司司    ----    千早西千早西千早西千早西    香椎東香椎東香椎東香椎東    ----    東月隈東月隈東月隈東月隈    香香香香        椎椎椎椎    ----    板付北板付北板付北板付北    

審判･記録 波多江 那珂南 タートルズ 清  道 八  田 吉  塚 

 

第６試合 波多江波多江波多江波多江    ----    那那那那        珂珂珂珂    那珂南那珂南那珂南那珂南    ----    鶴鶴鶴鶴        田田田田    美野島美野島美野島美野島    ----    赤赤赤赤        坂坂坂坂    清清清清        道道道道    ----    南片江南片江南片江南片江    八八八八        田田田田    ----    泉泉泉泉    香香香香        椎椎椎椎    ----    原原原原        田田田田    

審判･記録 七  隈 百  道 次郎丸 老  司 香椎東 板付北 

第７試合 吉吉吉吉        塚塚塚塚    ----    七七七七        隈隈隈隈    次郎丸次郎丸次郎丸次郎丸    ----    タートルズタートルズタートルズタートルズ    千早西千早西千早西千早西    ----    鶴・老鶴・老鶴・老鶴・老    次・東次・東次・東次・東    ----    香椎東香椎東香椎東香椎東    板付北板付北板付北板付北    ----    吉吉吉吉        塚塚塚塚    

審判･記録 教育リーグ 
    

赤  坂 教育リーグ(清  道) 教育リーグ(  泉  ) 原  田 

第８試合 赤赤赤赤        坂坂坂坂    ----    美野島美野島美野島美野島    千早西千早西千早西千早西    ----    清清清清        道道道道    泉泉泉泉    ----    八八八八        田田田田    原原原原        田田田田    ----    愛・香愛・香愛・香愛・香    

審判･記録 
        

教育リーグ 教育リーグ(鶴・老) 教育リーグ(次・東) 教育リーグ 

－注意事項－－注意事項－－注意事項－－注意事項－    
 

※警固小学校※警固小学校※警固小学校※警固小学校    
第1試合はA.M10:00開

始です 

 

現在校舎工事中のた

め、小学校敷地内に駐

車出来る車両は各チ

ーム共4台までです。 

 

5台目以上の車両は、

警固小学校前等の有

料駐車場を利用して

ください。 

 

 

※箱崎中央公園※箱崎中央公園※箱崎中央公園※箱崎中央公園    
第1試合は、準備が出

来次第（A.M9:30頃）

開始です。 

 

車両については、春季

監督会議で説明しま

した注意事項を遵守

してください。 

 

 

※千早運動公園※千早運動公園※千早運動公園※千早運動公園    
当該チーム宛へ別途

メールにて注意事項

を配信いたします。    

 


