
大会名 第３５回東尾張　ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（一般男子） 平成２８年４月２４日

試合番号１ 第１日目　１回戦 球場名：尾張旭市　南グラウンドA

審判 球審 前田時雄 一塁 高木修宏 二塁 服部直行 三塁 西岡光弥 副審 逸見重仁

記録 門原武志 開始 終了 所要時間：1時間16分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

日進 友球フレンズ 0000 8888 1111 2222 11111111

小牧 ドリームズ 0000 0000 0000 1111 1111

（バッテリー） 先攻 ○山口俊平、武知健人 --- 相馬大輝

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 ●志村清隆、山本寿矩 --- 中村通士

先攻 (本塁打) (三塁打)　伊藤孝泰 (二塁打)　相馬大輝
(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打) (三塁打) (二塁打)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試合番号２ 第１日目　１回戦 球場名：尾張旭市　南グラウンドB

審判 球審 伊藤輝雄 一塁 戸田昌克 二塁 鈴木賢和 三塁 松岡孝志 副審 下島年則

記録 近藤　浩之 開始 終了 所要時間：1時間21分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

東郷 春木台フレンズ 1111 0000 3333 0000 3333 7777

春日井 勝川新町ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 9999 2222 0000 1111 0x0x0x0x 12121212

（バッテリー） 先攻 ○時任秀樹 --- 森永俊治

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 ●尾崎義幸 --- 茶谷拓弥

先攻 (本塁打) (三塁打)　高月勇輔 (二塁打)　田中義弘
(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打)　山田忠寿 森 英二 (三塁打)　 (二塁打)　森永俊治

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試合番号３ 第１日目　１回戦 球場名：尾張旭市　南グラウンドB

審判 球審 春日政幸 一塁 長江幸光 二塁 尾関利夫 三塁 加藤啓龍 副審 戸田昌克

記録 松島　信司 開始 終了 所要時間：1時間21分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

豊山 豊山クラブ 3333 1111 2222 1111 0000 7777

清須 地領クラブ 3333 3333 2222 0000 0x0x0x0x 8888

（バッテリー） 先攻 ●西山亮太 --- 森元秀典

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 ○山内徳彦、市部貴之 ---

先攻 (本塁打) (三塁打) (二塁打)　川西和寿、大隅雄介

(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打)　川口道人、鈴木文彦 (三塁打)　鈴木文彦 (二塁打)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試合番号４ 第１日目　２回戦 球場名：尾張旭市　南グラウンドA

審判 球審 青山一甫 一塁 逸見重仁 二塁 山村幸二郎 三塁 服部直行 副審 高木修宏

記録 中島章充 開始 終了 所要時間：1時間23分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

尾張旭 光陽 3333 0000 0000 4444 2222 9999

瀬戸 パートナー 0000 0000 0000 0000 0000 0000

（バッテリー） 先攻 ○鈴木謙祐、加藤 茂 --- 上垣大樹、宮地和宏

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 ●河合謙二 --- 中村貞二

先攻 (本塁打) (三塁打) 川辺和寛 (二塁打)

(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打) (三塁打) (二塁打)　酒井俊康

11時14分

11時23分

13時06分

13時04分

11時45分

9時58分

10時02分

11時41分



大会名 第３５回東尾張　ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（一般男子） 平成２８年４月２４日

試合番号５ 第１日目　２回戦 球場名：尾張旭市　南グラウンドA

審判 球審 西岡光弥 一塁 前田時雄 二塁 高木修宏 三塁 青山一甫 副審 服部直行

記録 服部善仁 開始 終了 所要時間：1時間17分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

日進 友球フレンズ 2222 0000 7777 0000 8888 17171717

長久手 フェローズ 0000 0000 0000 0000 0000 0000

（バッテリー） 先攻 ○山口俊平、武知健人 --- 相馬大輝

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 ●加藤篤幸 --- 松本邦昭

先攻 (本塁打) 山口俊平、伊藤孝泰 (三塁打) (二塁打)　水谷光貴、山口俊平

　武知健人 　　伊藤孝泰、黒田一成

(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打) (三塁打)　塚本啓太 (二塁打)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試合番号６ 第１日目　２回戦 球場名：尾張旭市　南グラウンドB

審判 球審 松岡孝志 一塁 鈴木賢和 二塁 戸田昌克 三塁 伊藤輝雄 副審 下島年則

記録 松葉行男 開始 終了 所要時間：1時間35分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

北名古屋 商工会 2222 0000 0000 0000 5555 2222 9999

春日井 勝川新町ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 3333 1111 0000 2222 1111 0000 7777

（バッテリー） 先攻 ○黒田悠揮 --- 東　直樹

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 時任秀樹ー●仲村　守 --- 森永俊治

先攻 (本塁打)　吉本達矢 (三塁打) (二塁打)

(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打)　森　英二 (三塁打)　森永俊治 (二塁打)　吉田　亮②、仲村　守

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試合番号７ 第１日目　２回戦 球場名：尾張旭市　南グラウンドB

審判 球審 加藤啓龍 一塁 下島年則 二塁 長江幸光 三塁 春日政幸 副審 鈴木賢和

記録 米山　実 開始 終了 所要時間：0時間59分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

豊明上高根ファイターズ 0000 0000 0000 2222 2222

清須 地領クラブ 2222 5555 2222 3333 12121212

（バッテリー） 先攻 ●杉　研二、小原巳津貴 --- 小原巳津貴、細川克彦

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 ○山内徳彦、市部貴之 --- 太田泰司、鈴木文彦

先攻 (本塁打) (三塁打)　加藤和弘 (二塁打)

(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打)　新海剛志 (三塁打) (二塁打)　瀬木　翼②、新海剛志

　　田中哲也

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14時45分

15時00分

16時23分15時24分

13時28分

13時25分



大会名 第３５回　東尾張ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会（一般男子） 平成２８年５月１日

試合番号８ 準決勝 球場名：尾張旭市　南グラウンドA

審判 球審 山口幸彦 一塁 安部利晴 二塁 磨谷昭義 三塁 服部洋子 副審 尾関利夫

記録 佐藤晴美 開始 終了 所要時間：1時間30分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

尾張旭 光陽 0000 0000 0000 2222 0000 0000 2222

日進 友球フレンズ 2222 0000 0000 0000 0000 0000 抽選勝抽選勝抽選勝抽選勝ちちちち 2222

（バッテリー） 先攻 鈴木謙祐 --- 上垣大樹

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 太田悠貴 --- 山口俊平

先攻 (本塁打) (三塁打) (二塁打)　山田浩司、長井　翔
(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打)　伊藤孝泰、相馬大輝 (三塁打) (二塁打)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

試合番号９ 準決勝 球場名：尾張旭市　南グラウンドB

審判 球審 下島年則 一塁 長江幸光 二塁 鈴木賢和 三塁 加藤治良 副審 服部直行

記録 門原武志 開始 終了 所要時間：1時間28分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

北名古屋 商工会 1111 2222 0000 0000 2222 抽選勝抽選勝抽選勝抽選勝ちちちち 5555

清須 地領クラブ 1111 0000 4444 0000 0000 5555

（バッテリー） 先攻 黒田悠 --- 広瀬直己

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 市部貴之 --- 鈴木文彦、岡本大樹

先攻 (本塁打) (三塁打)　広瀬直己 (二塁打)　黒田悠揮、若井翔一
(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打)　岡本大樹 (三塁打) (二塁打)　鈴木文彦、岡本大樹
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
試合番号１０ 決勝 球場名：尾張旭市　南グラウンドA

審判 球審 逸見重仁 一塁 山口幸彦 二塁 安部利晴 三塁 下島年則 副審 服部洋子

記録 稲垣和男 開始 終了 所要時間：1時間27分

　　チ ー ム 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計

北名古屋 商工会 0000 0000 1111 0000 0000 0000 1111

日進 友球フレンズ 2222 0000 1111 2222 2222 1x1x1x1x 8888

（バッテリー） 先攻 黒田悠揮 --- 坂元　武

［勝:○，負:●］　　　 ----------------------------------------------------------------------------

後攻 太田悠貴 --- 相馬大輝

先攻 (本塁打) (三塁打) (二塁打)
(長打) -------------------------------------------------------------------------------------

後攻 (本塁打)　伊藤孝泰② (三塁打) (二塁打)　山口俊平②、武知健人

10時26分

10時26分

12時29分11時02分

8時56分

8時58分


