
３月・4月前半　試合予定 2月20日 大会運営部

＜＜令和３年度　 第１回大会＞＞

０３月２８日(日) 冬時間 試合№.

落　合 第一試合 9時00分 ① 成城中学校野球部(B) ｖｓ 牛込ベースボールクラブ(A)
第二試合 10時30分 ② 牛込ベースボールクラブ(B) ｖｓ 成城中学校野球部(A)
第三試合 12時10分 301 フラットナイン ｖｓ 大吉コモドアーズ
第四試合 13時40分 302 新宿キャッツ ｖｓ 東京SDマーリンズ
第五試合 15時20分 303 コスモス ｖｓ 第一勧業信用組合
第六試合 16時50分 304 天照大御神 ｖｓ ダイナマイトスターズ

０４月０３日(土) 夏時間

西戸山 第一試合 8時00分 ③ ①の勝者 ｖｓ ペガサスボーイズ
第二試合 9時30分 ④ オール落合 ｖｓ ②の勝者

０４月０４日(日)
西戸山 　　　　　　　東京都少年軟式野球大会・リポビタントーナメント、新宿代表決定戦

④の勝者 ｖｓ ③の勝者

第三試合 11時10分 305 四谷ブルーオリエント ｖｓ C-RAYS
第四試合 12時40分 306 株式会社バンフ― ｖｓ 市谷ウィングス
第五試合 14時20分 307 日本製紙クレシア ｖｓ ホワイトストーンズ
第六試合 15時50分 308 東京ジュローザ ｖｓ フォーティーンスターズ
第七試合 17時30分 309 マサシーズ ｖｓ JICA　TWINS
第八試合 19時00分 310 YC　Blacks ｖｓ ホッツ

落　合 第一試合 8時00分 401 ファントム ｖｓ グランツ
第二試合 9時30分 402 昭薬エンジェルス ｖｓ MLIT　MARINOS
第三試合 11時10分 311 COW BOYS ｖｓ シルバーナッツ
第四試合 12時40分 312 TSI ｖｓ ドンチャック
第五試合 14時20分 313 岩井組 ｖｓ オリオールズ
第六試合 15時50分 403 東京ビジネスサービス㈱ ｖｓ 東京レイバース
第七試合 17時30分 404 アクエリアス ｖｓ アプリコッツ

０４月１１日(日)
西戸山 第一試合 8時00分 314 デッドロックス ｖｓ リズラースティックス

第二試合 9時30分 315 理研ビタミン㈱本社野球部 ｖｓ ダーギーズ
第三試合 11時10分 316 ARIMINO ｖｓ 新宿鮫團
第四試合 12時40分 317 新宿RED　EYE ｖｓ ARISTA
第五試合 14時20分 318 Cigs ｖｓ マルセリーノホワイツ
第六試合 15時50分 319 新宿ボッターズ ｖｓ 西戸山クラブ
第七試合 17時30分 320 エンジ東京ハイウェイズ ｖｓ コグニブラックス
第八試合 19時00分 321 新宿リンクス ｖｓ 神楽坂三十路会

落　合 第一試合 8時00分 405 ダックス ｖｓ 三番街
第二試合 9時30分 406 ブラックエンジェルス ｖｓ YBC67
第三試合 11時10分 322 Bandiet ｖｓ 酩酊団
第四試合 12時40分 324 損保ジャパン日本興亜 ｖｓ TOKYO　GANDHI
第五試合 14時20分 407 新宿サーミスタ ｖｓ マルシメオズマーズ
第六試合 15時50分 408 矢来町モイスターズ ｖｓ データサービス

駒　沢 第一試合 9時00分 409 筑波ポーロニアンズ ｖｓ 北町ドジャース
第二試合 10時40分 410 大日本印刷市谷 ｖｓ 株式会社小倉
第三試合 12時20分 411 ゴンタス ｖｓ 水上印刷
第四試合 14時00分 414 スライダース ｖｓ FAKERS

０４月１８日(日)
西戸山 第一試合 8時00分 ｖｓ

第二試合 9時30分 ｖｓ

第三試合 11時10分 ｖｓ

第四試合 12時40分 ｖｓ

第五試合 14時20分 ｖｓ

第六試合 15時50分 ｖｓ

第七試合 17時30分 ｖｓ

第八試合 19時00分 ｖｓ

落　合 第一試合 8時00分 ｖｓ

第二試合 9時30分 ｖｓ

第三試合 11時10分 ｖｓ

第四試合 12時40分 ｖｓ

第五試合 14時20分 ｖｓ

第六試合 15時50分 ｖｓ

第七試合 17時30分 ｖｓ

第八試合 19時00分 ｖｓ

０４月２５日(日)
西戸山 第一試合 8時00分 ｖｓ

第二試合 9時30分 ｖｓ

第三試合 11時10分 ｖｓ

第四試合 12時40分 ｖｓ

第五試合 14時20分 ｖｓ

第六試合 15時50分 ｖｓ

第七試合 17時30分 ｖｓ

第八試合 19時00分 ｖｓ

　　先 攻 (3塁側) 後 攻 (1塁側)

第一試合 8時00分 ⑤

http://shinjuku-nanshikiyakyu.jp/

