
Ａリーグ

１日目 大成 2日目 清水二

時間 試合 ＴＯ 時間 試合 ＴＯ

8:30 第1試合 大成 由比 賎機・清水二 8:30 第1試合 清水二 大成 由比

10:00 第2試合 賤機 清水二 大成・由比 10:00 第2試合 賤機 由比 大成

12:50 第4試合 由比 清水二 賤機

14:20 第5試合 大成 賤機 清水二

Ｂリーグ

１日目 城南 2日目 城南

時間 試合 ＴＯ 時間 試合 ＴＯ

8:30 第1試合 城南 長田南 観山・清水四 8:30 第1試合 清水四 城南 長田南

10:00 第2試合 観山 清水四 城南・長田南 10:00 第2試合 観山 長田南 城南

12:50 第4試合 長田南 清水四 観山

14:20 第5試合 城南 観山 清水四

Ｃリーグ

１日目 竜爪 2日目 31日竜爪

時間 試合 ＴＯ 時間 試合 ＴＯ

8:30 第1試合 翔洋 清水南 蒲原・竜爪 8:30 第1試合 竜爪 翔洋 清水南

10:00 第2試合 蒲原 竜爪 翔洋・清水南 10:00 第2試合 蒲原 清水南 翔洋

12:50 第4試合 清水南 竜爪 蒲原

14:20 第5試合 翔洋 蒲原 竜爪

Ｄリーグ

１日目 東部 2日目 清水八

時間 試合 ＴＯ 時間 試合 ＴＯ

9:00 第1試合 大里 サレジオ 清水八 8:30 第1試合 清水八 サレジオ 静岡東

10:20 第2試合 静岡東 聖光 サレジオ 9:50 第2試合 聖光 大里 サレジオ

11:40 第3試合 清水八 大里 聖光 11:10 第3試合 静岡東 清水八 大里

13:30 第4試合 サレジオ 静岡東 大里 13:00 第4試合 サレジオ 聖光 清水八

14:50 第5試合 聖光 清水八 静岡東 14:20 第5試合 大里 静岡東 聖光

11:30～12:50　昼休み

対戦校 対戦校

11:30～12:50　昼休み

対戦校 対戦校

対戦校

11:30～12:50　昼休み

対戦校対戦校

第１９回静岡市民大会（中学生の部）【男子】　タイムスケジュール

対戦校



Ｅリーグ

１日目 東部 2日目 興津

時間 試合 ＴＯ 時間 試合 ＴＯ

9:00 第1試合 清水六 西奈 城内 8:30 第1試合 城内 西奈 静大附属

10:20 第2試合 静大附属 興津 西奈 9:50 第2試合 興津 清水六 西奈

11:40 第3試合 城内 清水六 興津 11:10 第3試合 静大附属 城内 清水六

13:30 第4試合 西奈 静大附属 清水六 13:00 第4試合 西奈 興津 城内

14:50 第5試合 興津 城内 静大附属 14:20 第5試合 清水六 静大附属 興津

Ｆリーグ

１日目 静岡南 2日目 清水七

時間 試合 ＴＯ 時間 試合 ＴＯ

8:30 第1試合 清水七 静岡南 豊田 8:30 第1試合 豊田 静岡南 末広

9:50 第2試合 末広 清水五 静岡南 9:50 第2試合 清水五 清水七 静岡南

11:10 第3試合 豊田 清水七 清水五 11:10 第3試合 末広 豊田 清水七

13:00 第4試合 静岡南 末広 清水七 13:00 第4試合 静岡南 清水五 豊田

14:20 第5試合 清水五 豊田 末広 14:20 第5試合 清水七 末広 清水五

Ｇリーグ

１日目 安倍川 2日目 安倍川

時間 試合 ＴＯ 時間 試合 ＴＯ

8:30 第1試合 安倍川 飯田 服織 8:30 第1試合 服織 飯田 袖師

9:50 第2試合 袖師 庵原 飯田 9:50 第2試合 庵原 安倍川 飯田

11:10 第3試合 服織 安倍川 庵原 11:10 第3試合 袖師 服織 安倍川

13:00 第4試合 飯田 袖師 安倍川 13:00 第4試合 飯田 庵原 服織

14:20 第5試合 庵原 服織 袖師 14:20 第5試合 安倍川 袖師 庵原

Ｈリーグ

１日目 24日安東 2日目 31日高松

時間 試合 ＴＯ 時間 試合 ＴＯ

8:30 第1試合 美和 高松 静岡学園 8:30 第1試合 静岡学園 高松 長田西

9:50 第2試合 長田西 安東 高松 9:50 第2試合 安東 美和 高松

11:10 第3試合 静岡学園 美和 安東 11:10 第3試合 長田西 静岡学園 美和

13:00 第4試合 高松 長田西 美和 13:00 第4試合 高松 安東 静岡学園

14:20 第5試合 安東 静岡学園 長田西 14:20 第5試合 美和 長田西 安東

対戦校 対戦校

対戦校 対戦校

対戦校 対戦校

対戦校 対戦校


