
は責任校

Ａブロック 岐阜高専 岐阜農林 岐山 各務原 岐阜総合 岐阜工 勝 負 分 勝ち点 1塁側 ３塁側 1塁側 ３塁側 1塁側 ３塁側
岐阜高専 ○7-6 ●5-8 ●1-7 ●5-6 0 Ｃ ファミリー 岐阜 岐阜城北 岐阜各務野 各務原西 岐阜北 県岐阜商

岐阜農林 △2-2 ○11-6 ●1-6 ○5-1 0 Ｄ レインボー 加納 山県 本巣松陽 羽島北

岐山 ●6-7 △2-2 ●3-10 ●4-5 0 Ａ 朝日大 岐阜高専 各務原 岐阜工 岐阜農林 岐山 岐阜総合

各務原 ○8-5 ●6-11 ●1-6 ●7-8 0 Ｂ ファミリー 岐南工 岐阜東 市岐阜商 岐阜聖徳 長良 富田

岐阜総合 ○7-1 ○6-1 ○10-3 ○6-1 0 Ｃ ファミリー 岐阜北 岐阜各務野 県岐阜商 岐阜 各務原西 岐阜城北

岐阜工 ○6-5 ●1-5 ○5-4 ○8-7 0 Ｄ 朝日大 羽島北 加納 岐阜第一 山県

Ａ ファミリー 岐山 岐阜工 岐阜総合 岐阜高専 岐阜農林 各務原

Ｂブロック 岐南工 岐阜聖徳 長良 岐阜東 富田 市岐阜商 勝 負 分 勝ち点 Ｂ 岐阜聖徳 岐阜聖徳 岐阜東 長良 市岐阜商 富田 岐南工

岐南工 ○5-3 ●6-8 ○8-2 ●2-6 0 Ｃ ファミリー 県岐阜商 各務原西 岐阜城北 岐阜各務野 岐阜 岐阜北

岐阜聖徳 ●1-6 ○5-0 ○9-4 ●2-3 0 Ｄ レインボー 羽島北 岐阜第一 加納 本巣松陽

長良 ●3-5 ○6-1 ○10-3 ●1-8 0 Ａ 岐阜工

岐阜東 ○8-6 ●0-5 ○4-1 ●0-10 0 Ｂ レインボー

富田 ●2-8 ●4-9 ●3-10 ●1-4 0 Ｃ レインボー

市岐阜商 ○6-2 ○3-2 ○8-1 ○10-0 0 Ｄ ファミリー

Ａ 各務原 各務原 岐阜総合 岐阜農林 岐山 岐阜工 岐阜高専

Ｃブロック 岐阜 各務原西 岐阜北 岐阜城北 県岐阜商 岐阜各務野 勝 負 分 勝ち点 Ｂ ファミリー 岐阜東 富田 岐阜聖徳 長良 市岐阜商 岐南工

岐阜 ○7-5 ○1-0 ○11-7 ●1-4 0 Ｃ レインボー

各務原西 ●1-8 ●1-7 ●1-6 0 Ｄ ファミリー

岐阜北 ●5-7 ●1-11 ●2-6 0 Ａ レインボー 各務原 岐阜工 岐阜総合 岐阜農林 岐阜高専 岐山

岐阜城北 ●0-1 ○8-1 △5-5 0 Ｂ ファミリー 富田 岐阜聖徳 岐阜東 市岐阜商 岐南工 長良

県岐阜商 ●7-11 ○7-1 ○11-1 0 CD レインボー 山県 羽島北 岐阜第一 本巣松陽 岐阜各務野 岐阜

岐阜各務野 ○4-1 ○6-1 ○6-2 △5-5 0 予備

予備 ファミリー 岐阜城北 県岐阜商 各務原西 岐阜北

Ｄブロック 加納 岐阜第一 本巣松陽 山県 羽島北 勝 負 分 勝ち点 予備 レインボー 加納 岐阜第一 本巣松陽 山県

加納 ○7-3 ○17-2 ○10-0 0 予備 各務原

岐阜第一 ○11-3 ○18-1 ○11-1 0 予備 レインボー

本巣松陽 ●3-7 ●3-11 ●5-6 0 予備 ファミリー

山県 ●2-17 ●1-18 ●7-14 0 予備 レインボー

羽島北 ●0-10 ●1-11 ○6-5 ○14-7 0 予備 ファミリー

予備 各務原

1日3試合の場合 予備 ファミリー

①9：00～　　②11：30～　　③14：00～　 予備 レインボー

1日２試合の場合 予備 レインボー

①10：00～　　②1２：30～　　　

予備 レインボー

順位決定戦　※雨天中止がなかった場合

順位決定戦　※雨天中止がなかった場合

※２１日（月）は第一試合は9：00、第二試合を11：30開始予定とする。

雨天中止16 水

17 木

25

水

平成２９年度秋季岐阜地区大会日程表

日 曜 ブロック 試合会場
第１試合 第２試合 第３試合

月

15 火

10 木

11 金

12 土

23

18 金

19 土

20 日

雨天中止

順位決定戦　※雨天中止がなかった場合

24 木

21 月

金

22

雨天中止

27 日
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26 土

火

13 日

14


