
２０１９年　春季学童１部 

＜＜　１次リーグ組合せ表　＞＞

勝点 失点 得点
攻撃
ｲﾆﾝｸﾞ

守備
ｲﾆﾝｸﾞ

失点率 得点率 順位

ブロック NO 市区

☆1 立　川

2 小　平

3 東大和

4 武蔵村山

☆5 東久留米

6 東村山

7 国　立

8 東大和

☆9 立　川

10 立　川

11 小　平

☆12 清　瀬

13 東大和

14 清　瀬

☆15 東大和

16 東大和

17 武蔵村山

☆18 国　立

19 清　瀬

20 東大和

☆21 小　平

22 東大和

23 武蔵村山

☆24 立　川

25 立　川

26 町　田

☆27 三　鷹

28 三　鷹

29 杉　並

☆30 東村山

31 小　平

32 武蔵村山

☆33 東村山

34 立　川

35 杉　並

☆36 小　平

37 国　立

38 三　鷹

Ｉ

Ｊ

Ｈ

Ｄ

チーム

チーム名

Ｂ

滝山ジュピターズ

ホワイトマナーズ

Ｃ

立川富士見シールス

Ｅ

四小イーグルス

Ｇ

花小サイドワインダーズ

武蔵村山ファイターズ

担当者

グレートベアーＢ 住吉　昭男

岩澤　孝司 090-8504-8772 takashi0810@softbank.ne.jp

国立シャークス 真野　了輔 090-2470-0891

090-4169-5202

萩山アローズ

携帯番号 E-Mail

立川フェニックス 中屋敷  克仁

和田　芳隆 090-7174-1129 kabu.aiwa@docomo.ne.jp

sharks.mano.tkg02@gmail.com

y.09046295648@ezweb.ne.jp090-4629-5648

Ａ
090-7903-5951

zippy-yokel@ezweb.ne.jp

koudai.kouki.kouya@me.com

d-_-b.cgel@docomo.ne.jp

ブルーナックス 木下　亮 080-1186-1121 h.bluenacks@gmail.com

小平スピリッツ 工藤　繁博

090-4174-9112

松良　信一

西岡　太郎 090-9307-8865 t.nishioka@FujimiSeals.com

立川PWW 丸山　慎一 080-5435-5528

inoue34ncocs@gmail.com

清瀬ジャガーズ 飯野　恭嗣 090-8563-2829 iinoya0919@gmail.com

八小ライダーズＢ 井上　浩司

0rn62p2m3251w6r@ezweb.ne.jp

090-8779-6459 snoman158seven-yoshizo29@docomo.ne.jp

090-2396-9449

小平美園レッドアローズ 大沢　智也 090-6529-9256 oosawa-tomoya@t.vodafone.ne.jp

西川　剛広清瀬レッドライオンズ

齋藤　修司 090-6193-2975

　隼 豊泉  裕之 090-5203-5013 toyo-hiro.reina@docomo.ne.jp

清瀬旭丘 滝沢　健 090-4006-7764 taa-si.06.01@docomo.ne.jp

国立クラブ 稲葉　昌己 090-2907-8137 kunikura.fight-01@ezweb.ne.jp

090-8860-8601 kato@i-hrm.jp

sa1682hoheto-@ezweb.ne.jp

八小ライダーズＡ 加藤　智

林　利晃 090-3807-7316 thayashi-leo@ezweb.ne.jp

十小上北台ストロングス 湯山　一光

zippy-yokel@ezweb.ne.jp

Ｆ
タイガーシャーク

080-5493-3346 hoppy@nifty.com

グレートベアーＡ 住吉　昭男 090-4169-5202

大信田　紘輝 090-5540-0916 hiroki-8100@ezweb.ne.jp

kazuma.8614@icloud.com

松中小ファイターズ 小林　新太朗 090-4721-7757 marukolando619@yahoo.co.jp

rensupa@jcom.zaq.ne.jp

nushipuri.1218@docomo.ne.jp

立川レイズ 矢澤　和磨 090-2417-1053

町田ツインズ 荻島　大輔 090-8741-5100 eri.taiga.yuudai.daisuke@docomo.ne.jp

連雀スパロ－ズ 佐藤　淳 090-2320-6323

三鷹　ゼファ－ 主山　久男 090-5313-4536

yamakou.1978.feb@docomo.ne.jp

h.sfamily@tg7.so-net.ne.jp

吉澤　徳光

永峰　晴幸

080-5084-7106 bamboo.horse.03@ezweb.ne.jp 

　　

小平フレンズ 栗島　邦彦 080-6511-1670 puruo-ji@ezweb.ne.jp

東村山アストロズ 　　 　　

天沼少年野球クラブ 濱本　篤

髙橋　文仁 090-1663-6198 gaoqiaowenren@gmail.com

Ｌ

Ｋ

コスモスライダーズ 山村　鋼平

上砂ファイターズ 新海　英行

大済ツインズ

keepondreamco.37@dream.com

090-7273-6361

042-536-8440

内藤　雅彦 090-9230-4938 hiko7110@ezweb.ne.jp

090-5397-1384 yu-chin.t111@docomo.ne.jp

2019年　2月10日現在

小平ライオンズ

国立ヤングスワローズ

佐藤　裕也深大寺ライナーズ

090-1505-4367 yachiyok@fine.ocn.ne.jp

090-2251-5330



ブロック NO 市区 チーム名 担当者 携帯番号 E-Mail

☆39 小　平

40 立　川

41 小　平

42 　

☆43 立　川

44 小　平

45 東大和

１．１次リーグは５月６日（祝・月）までに終了すること。
２．ブロック長（NO欄☆チーム）は５月６日（祝・月）までに担当者：井上　０４２－３２４－４５９０（ＦＡＸ）まで、結果を伝えること。
３．２次リーグの組合せは５月８日（水）にホームページに掲載します。
４．２次リーグは５月１１日（土）～６月８日（土）までに終了させること。

＜＜　リーグ戦　試合方法　＞＞
１．試合時間は９０分（９０分を過ぎたら新しいイニングに入らない）
２．審判員は出し合いとする。
３．原則的に球審はビジターチームから出すのもとする。
４．試合球はケンコーＪ号球でチームからの出し合いとする。
５．延長戦は行わない。
６．順位決定方法
　①勝ち点の多いチームが上位　勝ち：３点　引き分け：１点　負け：０点
　②勝ち点が同じ場合は、失点率の少ないチームを上位とする（総失点÷総守備イニング）

　　　例） Ａチーム（２試合の合計失点７）　÷　（２試合で守ったインング１２）　＝　０．５８
Ｂチーム（２試合の合計失点７）　÷　（２試合で守ったイニング１４）　＝　０．５０
上記の場合０．５８と０．５０で失点率の少ないＢチームが上位となる。

　③勝ち点と失点率が同じ場合は、得点率の高いチームを上位とする（総得点÷総攻撃イニング）
例） Ａチーム（２試合の合計得点７）　÷　（２試合の攻撃インング１２）　＝　０．５８

Ｂチーム（２試合の合計得点７）　÷　（２試合の攻撃イニング１４）　＝　０．５０
上記の場合０．５８と０．５０で得点率の高いＡチームが上位となる。

７．リーグ戦上位２チームが２次リーグに進出できる。

柏トルネード 大貫　達也

有元　孝一

小平スネークス 星　久幸

予　　　備

立川スネークス 塚原　圭一

080-6759-4151 tohnuki-yatsuta11235813@ezweb.ne.jp

　　 　　 　　

090-2301-0459

Ｍ

Ｎ 090-8879-7718 kone63517718@ezweb.ne.jp小平小川BC

noriyuki-tsukishima@ezweb.ne.jpブラックキャッツ 築島　範行 090-3914-3193

ポー・エコーズ 坂本　貢太 090-3527-1498 bontasakamoto@ezweb.ne.jp

090-6654-3704 tsuka0301@.i.softbank.jp

hisauki.hosi.9837@docomo.ne.jp


	学童１部_1次チーム入り

