
月日 大会名 球場名 時刻 使用球 チーム名 得点 得点 チーム名

8:30 岐阜清流中 1 × ① 境川中

10:30 岩野田中 1 × 8 本荘中

12:30 精華中 雨天 × 中止 厚見中

14:30 加納中 雨天 × 中止 岐北中

市学童6年 9:00 ﾏﾙｴｽ 陽南 雨天 × 中止 常磐

市学童5年 10:30 日野 雨天 × 中止 則武

13:00 鷺山 雨天 × 中止 長森南

14:30 長良西 雨天 × 中止 島

8:00 Ｈｕｎｔｅｒｓ 雨天 × 中止 文献社バルーンズ 　

9:30 小島美術 雨天 × 中止 グー 　

市総体　Cリーグ 11:00 イエローモンキーズ 雨天 × 中止 ＣＯＯＬＺ

13:00 ＡＰＩ 雨天 × 中止 Ｈｉ-Ｃｈｅｅｓｅ

14:30 はしぐちタイガース 雨天 × 中止 アテナ工業

8:30 岐阜清流中×境川中 雨天 × 中止 岩野田中×本荘中

10:30 精華中×厚見中 雨天 × 中止 加納中×岐北中

12:30 第一試合の勝者 雨天 × 中止 第二試合の勝者

9:00 陽南 雨天 × 中止 三輪南

10:30 西郷 雨天 × 中止 市橋

13:00 日野 雨天 × 中止 岩野田

月日 大会名 球場名 時刻 使用球 チーム名 得点 得点 チーム名

8:00 ウッズ × 岐阜シティーズ

9:30 岐阜ロッキーズ × 岐阜県信連

11:00 岐阜地検 × エスペランサ

9:00 鷺山 × 長森南

10:30 長良西 × 島

13:00 合渡 × 茜部

15:00 陽南 × 三輪南

2018　東日本1部 13:00 十六銀行 × ＵＮＩＯＮ　Ｒｕｌａｚ

Ｂ級選手権（決勝） 14:30 Ｊｏｋｅｒ　 × 中電ドリームス

市総体　C 級 8:00 青空野球部 × トーカイ

2018　国体 9:30 ドラサンズ × レギュレイズ

2018　東日本2部 11:00 内外 Ｈｉ-Cheese × ドラサンズ

市総体　C 級 13:00 ＡＰＩ × Ｈｉ-Cheese

2018　国体 14:30 Diablo　Army × ＡＰＩ

市総体　C リーグ 8:00 ﾏﾙｴｽ イエローモンキーズ × ＣＯＯＬＺ 　

C級リーグ 9:30 ｹﾝｺｰ ＣＯＯＬＺ × WHITE　TIGER

11:00 スラッガーズ × キャロッツ

13:00 それいけホーマーズ × 文献社バルーンズ

14:30 はしぐちタイガース × アテナ工業

8:00 しっとるけ × Grouse

9:30 エンドレス × ホッピーズ

11:00 宇部エクシモ㈱ × ＡＬＯＮＺＡ

13:00 Ｔ-Ｓｔｙｌｅ × ベアーズ

14:30 岡本ナベヤ × 暴獣ブルドックス  

8:00 バトラーズ × ＦＩＲＥ　ＢＡＬＬ

9:30 ビーバーズ × どんぐりクラブ

11:00 本荘RED　SOX × ドルフィンズ

市総体　C リーグ 13:00 ﾏﾙｴｽ ちむどんどん × 岐阜シティーズ

C級リーグ 14:30 ｹﾝｺｰ Ｇｏｏｄ　Ｊｏｂ × ちむどんどん

12:00 日野 × 岩野田

13:30 明郷 × 鷺山×長森南

15:00 西郷 × 市橋

12:00 陽南 × 常磐

13:30 鏡島 × 城西

市学童4年 15:00 ｹﾝｺｰ 長良西×島 × 陽南×三輪南
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10月29日
市学童6年

江崎３

江崎Ｂ

諏訪山A

諏訪山B

10月29日
C級リーグ

10月29日 市学童4年

2018　国体
10月29日 岐陽

10月29日 C級リーグ

則松

諏訪山

10月29日

10月29日

市民

則松

10月28日

10月28日

C級リーグ

市学童4年

10月22日 市総体　中学 八ツ草

10月22日 市学童4年 岐陽

2018　国体

10月22日

市総体　C 級

則松

10月28日の試合組合せ

10月21日の試合組合せ

10月29日の試合組合せ

10月22日の試合組合せ

市総体　中学10月21日

10月21日

市学童4年

三輪中

市民


