
東アジアリトルシニア野球宮崎大会２０１４ 2014/7/30

庄和 我孫子 戸塚 東京神宮

≪予選リーグ≫

１ブロック ２ブロック ３ブロック ４ブロック ５ブロック ６ブロック ７ブロック

Ａ
山梨市川 世田谷西 田無 愛知西 国立中央 なめがた 稲城

（山梨） （東京） （東京） （愛知） （東京） （茨城） （東京）

Ｂ
宮崎 大分 都城 長安國民中 神村学園 知多東浦 鳥栖
（宮崎） （大分） （宮崎） （台湾） （鹿児島） （愛知） （佐賀）

Ｃ
飯能東 加須 横浜南 逗子 所沢南 KOREA BUSAN 新座東
（埼玉） （埼玉） （神奈川） （神奈川） （埼玉） （韓国） （埼玉）

Ｄ
熊本北部 愛知木曽川 向上國民中 長崎海星 瀬戸 大分西南 スリランカ

（熊本） （愛知） （台湾） （長崎） （愛知） （大分） （スリランカ）

８ブロック ９ブロック １０ブロック １１ブロック １２ブロック １３ブロック

Ａ
身延身延 庄和 我孫子 静岡蒲原 戸塚 東京神宮静岡蒲原
（山梨） （埼玉） （千葉） （静岡） （神奈川） （東京）

Ｂ
民生國民中 福岡城南 永靖國民中 重慶國民中 大分明野 熊本北

（台湾） （福岡） （台湾） （台湾） （大分） （熊本）

Ｃ
春日部 横浜青葉 金沢 常総 成田 大宮
（埼玉） （神奈川） （石川） （茨城） （千葉） （埼玉）

Ｄ
日南 熊本中央 長崎 延岡 白山 八代
（宮崎） （熊本） （長崎） （宮崎） （石川） （熊本）

予選リーグ試合方法
●出場チームを１３のブロックに分ける。
●各ブロックで４試合（各チーム２試合）を実施し、１位のチームが決勝トーナメントへ進出する。
●各ブロックの試合はＡ対Ｂ、Ｃ対Ｄ、Ａ対Ｄ、Ｂ対Ｃの４試合とする。
●順位決定については、①勝敗②得失点率差③失点率④抽選の順で決定する。



東アジアリトルシニア野球宮崎大会２０１４ 2014/7/30

試合日程及び会場
8月23日（土）

試合会場 対戦チーム 試合開始 ブロック

生目の杜運動公園 第1試合 加須 対 愛知木曽川 9:30 2

アイビースタジアム 第2試合 山梨市川 対 宮崎 11:45 1

（担当：宮崎） 第3試合 なめがた 対 知多東浦 14:00 6

第4試合 新座東 対 スリランカ 16:15 7

生目の杜運動公園 第1試合 飯能東 対 熊本北部 9:30 1

第２野球場 第2試合 世田谷西 対 大分 11:45 2

（担当：宮崎） 第3試合 KOREA BUSAN 対 大分西南 14:00 6

第4試合 身延 対 民生國民中 16:15 8

宮崎県総合運動公園 第1試合 横浜南 対 向上國民中 10:30 3

サンマリンスタジアム宮崎 第2試合 愛知西 対 長安國民中 12:45 4

（担当：都城） 第3試合 所沢南 対 瀬戸 15:00 5

宮崎県総合運動公園 第1試合 田無 対 都城 10:30 3

ひむかスタジアム 第2試合 逗子 対 長崎海星 12:45 4

（担当：福岡城南、長崎海星） 第3試合 庄和 対 福岡城南 15:00 9

宮崎県総合運動公園 第1試合 国立中央 対 神村学園 10:30 5

Ａ野球場 第2試合 横浜青葉 対 熊本中央 12:45 9

（担当：神村学園、長崎） 第3試合 我孫子 対 永靖國民中 15:00 10

第4試合 金沢 対 長崎 17:15 10

久峰総合公園野球場 第1試合 稲城 対 鳥栖 10:30 7

（担当：延岡、大分明野） 第2試合 常総 対 延岡 12:45 11

第3試合 戸塚 対 大分明野 15:00 12

第4試合 成田 対 白山 17:15 12

田野運動公園野球場 第1試合 春日部 対 日南 10:30 8

（担当：日南、熊本北） 第2試合 静岡蒲原 対 重慶國民中 12:45 11

第3試合 東京神宮 対 熊本北 15:00 13

第4試合 大宮 対 八代 17:15 13
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8月24日（日）

試合会場 対戦チーム 試合開始 ブロック

生目の杜運動公園 第1試合 東京神宮 対 八代 9:00 13

アイビースタジアム 第2試合 熊本北 対 大宮 11:15 13

（担当：宮崎） 第3試合 戸塚 対 白山 13:30 12

第4試合 福岡城南 対 横浜青葉 15:45 9

生目の杜運動公園 第1試合 永靖國民中 対 金沢 9:00 10

第２野球場 第2試合 大分明野 対 成田 11:15 12

（担当：福岡城南） 第3試合 庄和 対 熊本中央 13:30 9

第4試合 鳥栖 対 新座東 15:45 7

宮崎県総合運動公園 第1試合 重慶國民中 対 常総 9:00 11

サンマリンスタジアム宮崎 第2試合 宮崎 対 飯能東 11:15 1

（担当：宮崎、長崎） 第3試合 我孫子 対 長崎 13:30 10

宮崎県総合運動公園 第1試合 民生國民中 対 春日部 9:00 8

ひむかスタジアム 第2試合 身延 対 日南 11:15 8

（担当：日南） 第3試合 世田谷西 対 愛知木曽川 13:30 2

宮崎県総合運動公園 第1試合 稲城 対 スリランカ 9:00 7

Ａ野球場 第2試合 大分 対 加須 11:15 2

（担当：神村学園、大分西南） 第3試合 なめがた 対 大分西南 13:30 6

第4試合 神村学園 対 所沢南 15:45 5

久峰総合公園野球場 第1試合 静岡蒲原 対 延岡 9:00 11

（担当：延岡） 第2試合 知多東浦 対 KOREA BUSAN 11:15 6

第3試合 国立中央 対 瀬戸 13:30 5

第4試合 田無 対 向上國民中 15:45 3

田野運動公園野球場 第1試合 山梨市川 対 熊本北部 9:00 1

（担当：都城） 第2試合 長安國民中 対 逗子 11:15 4

第3試合 愛知西 対 長崎海星 13:30 4

第4試合 都城 対 横浜南 15:45 3



東アジアリトルシニア野球宮崎大会２０１４ 2014/7/30

　３位決定戦

第２－１
9:00

ア－１第２－１

ア－２
11:30

13:30 13:30

サ－１
9:00

サ－２
11:15

ア－１
9:00

第２－２
11:15

ア－３
13:30

ア－２
11:15

第２－２
11:30

5 6

≪決勝トーナメント≫

８月２６日（火）

８月２５日（月） 第２－３ サ－３

ブロック 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13

【決勝トーナメント】

８月２５日：アイビースタジアム、
生目の杜運動公園第２野球場、

サンマリンスタジアム宮崎
８月２６日
準 決 勝：アイビースタジアム、

生目の杜運動公園第２野球場
決 勝：アイビースタジアム
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