
Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３ Ｂ－４ Ｂ－５ Ｂ－６ Ｂ－７ Ｂ－８ Ｂ－９ Ｂ－１０

① 松崎Jr 竜南中Ａ 八代八中 松橋Jr Ｂ 合志中Ｅ SC菊陽 城南中Ａ 南阿蘇中Ａ 龍田中Ｂ 松橋中Ａ

② 錦ヶ丘中Ｅ 武蔵ヶ丘中Ｅ 東町中Ａ 帯山中Ｂ 荒尾三中Ｄ 京陵中Ｄ 帯山中Ｅ 井芹中Ｃ 三和中Ｂ 北部中Ｃ

③ 託麻中Ｇ 出水中Ｄ 武蔵ヶ丘中Ｃ 桜山中Ａ 日吉中Ａ 託麻中Ｃ 鏡VHC 大津Jr 菊池南中Ａ 西山中

Ｂ－１１ Ｂ－１２ Ｂ－１３ Ｂ－１４ Ｂ－１５ Ｂ－１６ Ｂ－１７ Ｂ－１８ Ｂ－１９ Ｂ－２０

① 合志中Ａ 託麻中Ａ 阿蘇西原Jr 花陵中Ａ 松橋中Ｂ 荒尾三中Ａ 武蔵ヶ丘中Ｄ 力合中Ｂ 菊水中Ｂ 錦ヶ丘中Ｂ

② 錦ヶ丘中Ｃ 岱明中 龍田中Ｃ 嘉島中Ｂ 荒尾三中Ｅ 京陵中Ｂ 井芹中Ｂ 松橋中Ｄ 帯山中Ｆ 清水中Ｂ

③ 三和中Ａ 八代三中Ｃ 北部中Ｅ 桜山中Ｂ 楠中Ａ 嘉島中Ｄ 北部中Ａ 出水中Ａ 阿蘇中Ａ 八代Jr

Ｂ－２１ Ｂ－２２ Ｂ－２３ Ｂ－２４ Ｂ－２５ Ｂ－２６ Ｂ－２７ Ｂ－２８ Ｂ－２９ Ｂ－３０

① 錦ヶ丘中Ａ 坂本中Ｂ 松橋Jr Ａ 井芹中Ａ 託麻中Ｄ 出水南Jr 託麻中Ｅ 阿蘇中Ｂ 帯山中Ｄ 北部中Ｂ

② 桜山中Ｃ 清水中Ａ 出水中Ｅ 武蔵ヶ丘中Ｂ 菊池南中Ｂ 三和中Ｃ 東町中Ｂ 出水中Ｂ 松橋中Ｃ 合志中Ｄ

③ 合志中Ｂ 荒尾三中Ｃ 日吉中Ｂ 竜南中Ｃ 京陵中Ａ 楠中Ｂ 八代三中Ａ 玉陵中 龍田中Ａ 力合中Ａ

Ｂ－３１ Ｂ－３２ Ｂ－３３ Ｂ－３４ Ｂ－３５ Ｂ－３６ Ｂ－３７ Ｂ－３８ Ｂ－３９ Ｂ－４０

① 帯山中Ａ 西合志南中 武蔵ヶ丘中Ａ 合志中Ｃ 北部中Ｄ 八代二中 出水中Ｃ 南阿蘇中Ｂ 花陵中Ｂ 帯山中Ｃ

② 嘉島中Ｃ 力合中Ｃ 錦ヶ丘中Ｄ 嘉島中Ａ 京陵中Ｃ 竜南中Ｂ 松橋中Ｅ 北部中Ｆ 日吉中Ｃ 託麻中Ｂ

③ 八代三中Ｂ 城南中Ｂ 託麻中Ｆ 荒尾三中Ｂ 坂本中Ａ 楠中Ｃ Dream Bear 湯浦中 菊水中Ａ 荒尾Jr

Ｇ－１ Ｇ－２ Ｇ－３ Ｇ－４ Ｇ－５ Ｇ－６ Ｇ－７ Ｇ－８ Ｇ－９ Ｇ－１０

① 鏡中Ａ 龍田中Ｄ 日吉中Ｂ 八代二中Ｂ 竜南中Ｂ 玉南中Ｃ 荒尾三中Ｂ 龍田中Ｆ 京陵中Ｉ 竜北中Ａ

② 託麻中Ｆ 有明中Ａ 京陵中Ｃ 花陵中Ｂ 湯浦中Ｃ 力合中Ｂ 帯山中Ｃ 武蔵ヶ丘中Ｃ 託麻中Ｄ 三和中Ｄ

③ 菊水中Ｂ 東陽中 武蔵ヶ丘中Ａ 城南中Ａ 楠中Ａ 大津北中Ａ 不知火Jr 西山中Ａ 八代八中Ａ 八代三中Ｂ

Ｇ－１１ Ｇ－１２ Ｇ－１３ Ｇ－１４ Ｇ－１５ Ｇ－１６ Ｇ－１７ Ｇ－１８ Ｇ－１９ Ｇ－２０

① 玉陵中Ｂ 帯山中Ｂ 北部中Ｃ 湯浦中Ｂ 力合中Ｃ 京陵中Ｇ 竜南中Ａ 八代三中Ｃ 竜北中Ｂ 北部中Ｄ

② 松橋中Ｄ 出水中Ｂ 武蔵ヶ丘中Ｂ 荒尾三中Ｃ 松橋中Ｂ 錦ヶ丘中Ｃ 八代一中Ｂ 託麻中Ｉ 託麻中Ａ 清水中Ｂ

③ 錦ヶ丘中Ａ 大津Jr 三和中Ａ 日吉中Ａ 岱明中Ａ 出水中Ａ YATSUSHIRO7th 帯山中Ａ 大津中Ａ 合志中Ａ

Ｇ－２１ Ｇ－２２ Ｇ－２３ Ｇ－２４ Ｇ－２５ Ｇ－２６ Ｇ－２７ Ｇ－２８ Ｇ－２９ Ｇ－３０

① 楠中Ｃ 井芹中Ａ 嘉島中Ｂ 錦ヶ丘中Ｄ 京陵中Ｈ 託麻中Ｃ 龍田中Ｅ 出水中Ｃ 京陵中Ｆ 北部中Ａ

② 桜山中Ｂ 南阿蘇中Ｂ 武蔵ヶ丘中Ｅ 北部中Ｂ 湯浦中Ｄ 帯山中Ｆ 清水中Ａ 合志中Ｂ 西山中Ｂ 託麻中Ｈ

③ 八代一中Ａ 龍田中Ｂ 信愛女学院中 八代二中Ａ 荒尾三中Ａ 菊水中Ａ 南阿蘇中Ａ 力合中Ａ 八代三中Ａ 武蔵ヶ丘中Ｄ

Ｇ－３１ Ｇ－３２ Ｇ－３３ Ｇ－３４ Ｇ－３５ Ｇ－３６ Ｇ－３７ Ｇ－３８ Ｇ－３９ Ｇ－４０

① 大津北中Ｂ 帯山中Ｄ 玉陵中Ａ 松橋Jr 託麻中Ｅ 八代Jr 大津中Ｂ 帯山中Ｅ 玉南中Ａ 菊池南中

② 三和中Ｂ 玉南中Ｂ 城南中Ｂ 京陵中Ｅ 松橋中Ｃ 三和中Ｅ 京陵中Ｂ 松橋中Ａ 日吉中Ｃ 龍田中Ｃ

③ 田浦中 京陵中Ａ 竜南中Ｃ 楠中Ｂ 玉名中 出水中Ｄ 西合志南中 東町中 京陵中Ｄ 託麻中Ｂ

Ｇ－４１ Ｇ－４２ Ｇ－４３ Ｇ－４４ Ｇ－４５ Ｇ－４６ Ｇ－４７

① 錦ヶ丘中Ｅ 龍田中Ａ 岱明中Ｂ 北部中Ｅ 錦ヶ丘中Ｂ 八代二中Ｃ 井芹中Ｂ

② 桜山中Ａ 八代八中Ｂ 竜北中Ｃ 南阿蘇中Ｃ 竜南中Ｄ 菊池北中 託麻中Ｇ

③ 鏡中Ｂ 有明中Ｂ 湯浦中Ａ 花陵中Ａ 嘉島中Ａ 三和中Ｃ 小国中

※ 男女とも３人で参加のチーム（第２単オープン）は太字･斜体で表示しています。
※ ３人で参加のチームは、オーダー交換前に必ず対戦相手に第２単がオープンになることを伝えてください。

男子予選リーグ

女子予選リーグ

　参加料は各チームのＡチーム
が試合をする会場でまとめてお
支払いください。


