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2021年2月24日

当番チーム 月隈 原北 香椎 香椎浜
グランド ソフト №9A №10A №10B

４月４日（日） 壱岐南⇔長住 筥松⇔愛宕浜 宮竹⇔東箱崎 別府⇔小笹
三宅⇔長丘 城南⇔若久 雁ノ巣⇔金山 香椎浜⇔星の原
月隈⇔油山 原北⇔三苫 香椎⇔大原

当番チーム 油山 三苫 大原
４月１１日（日） 香椎⇔油山 宮竹⇔小笹 月隈⇔原北

筥松⇔星の原 城南⇔長丘 別府⇔大原
壱岐南⇔愛宕浜 若久⇔金山 三宅⇔東箱崎

雁ノ巣⇔長住 香椎浜⇔三苫
当番チーム 星の原 別府 小笹

４月１８日（日） 壱岐南⇔星の原 宮竹⇔大原 月隈⇔香椎
城南⇔東箱崎 別府⇔油山 若久⇔長住
筥松⇔三苫 雁ノ巣⇔愛宕浜 三宅⇔小笹
金山⇔長丘 香椎浜⇔原北

当番チーム 筥松 愛宕浜 宮竹
４月２５日（日） 別府⇔香椎 三宅⇔大原 雁ノ巣⇔星の原

壱岐南⇔三苫 月隈⇔香椎浜 城南⇔小笹
長丘⇔長住 金山⇔東箱崎 宮竹⇔油山
筥松⇔原北 若久⇔愛宕浜

当番チーム 東箱崎 壱岐南 三宅
５月９日（日） 城南⇔大原 若久⇔星の原 三宅⇔油山

金山⇔小笹 長丘⇔愛宕浜 筥松⇔香椎浜
長住⇔東箱崎 壱岐南⇔原北 宮竹⇔香椎
雁ノ巣⇔三苫 月隈⇔別府

当番チーム 長住 長丘 雁ノ巣
５月１６日（日） 金山⇔大原 長丘⇔星の原 若久⇔三苫

長住⇔小笹 宮竹⇔別府 雁ノ巣⇔原北
三宅⇔香椎 東箱崎⇔愛宕浜 月隈⇔筥松

壱岐南⇔香椎浜 城南⇔油山
当番チーム 金山 城南 若久

５月２３日（日） 三宅⇔別府 長住⇔大原 若久⇔原北
金山⇔油山 長丘⇔三苫 壱岐南⇔筥松
月隈⇔宮竹 雁ノ巣⇔香椎浜 東箱崎⇔星の原

愛宕浜⇔小笹 城南⇔香椎
当番チーム 月隈 油山 原北

５月３０日（日） 金山⇔香椎 雁ノ巣⇔筥松 長丘⇔原北
東箱崎⇔三苫 城南⇔別府 三宅⇔宮竹
月隈⇔壱岐南 小笹⇔星の原 若久⇔香椎浜
愛宕浜⇔大原 長住⇔油山

当番チーム 三苫 香椎 大原
６月６日（日） 城南⇔宮竹 東箱崎⇔原北 長丘⇔香椎浜

金山⇔別府 月隈⇔三宅 愛宕浜⇔油山
雁ノ巣⇔壱岐南 長住⇔香椎 星の原⇔大原

小笹⇔三苫 若久⇔筥松
当番チーム 香椎浜 星の原 別府

６月１３日（日） 長丘⇔筥松 星の原⇔油山 長住⇔別府
東箱崎⇔香椎浜 金山⇔宮竹 城南⇔三宅

大原⇔三苫 月隈⇔雁ノ巣 若久⇔壱岐南
小笹⇔原北 愛宕浜⇔香椎

当番チーム 小笹 筥松 愛宕浜
６月２０日（日） 金山⇔三宅 東箱崎⇔筥松 大原⇔原北

小笹⇔香椎浜 若久⇔雁ノ巣 愛宕浜⇔別府
長住⇔宮竹 三苫⇔油山 月隈⇔城南

星の原⇔香椎 長丘⇔壱岐南
当番チーム 宮竹 東箱崎 長住

６月２７日（日） 愛宕浜⇔宮竹 油山⇔原北 星の原⇔別府
小笹⇔筥松 東箱崎⇔壱岐南 月隈⇔若久
三苫⇔香椎 長丘⇔雁ノ巣 長住⇔三宅

大原⇔香椎浜 金山⇔城南
当番チーム 壱岐南 三宅 長丘
７月４日（日） 長住⇔城南 月隈⇔金山 原北⇔香椎

東箱崎⇔雁ノ巣 愛宕浜⇔三宅 長丘⇔若久
三苫⇔別府 大原⇔筥松 星の原⇔宮竹

小笹⇔壱岐南 油山⇔香椎浜
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5/3～5　こいのぼり大会

第
4
節

第
5
節

第
3
節

福岡少年野球連盟　２０２１年度リーグ戦
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備考

・開幕戦は試合順番固定
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運動会期間
土曜日変更の場合有り
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運動会期間
土曜日変更の場合有り
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2021年2月24日

福岡少年野球連盟　２０２１年度リーグ戦

当番チーム 雁ノ巣 金山 城南
７月１１日（日） 大原⇔壱岐南 星の原⇔三宅 月隈⇔長丘

小笹⇔雁ノ巣 原北⇔別府 東箱崎⇔若久
油山⇔筥松 長住⇔金山 愛宕浜⇔城南

香椎⇔香椎浜 三苫⇔宮竹
当番チーム 若久 月隈 油山

７月１８日（日） 愛宕浜⇔金山 原北⇔宮竹 油山⇔壱岐南
小笹⇔若久 香椎⇔筥松 星の原⇔城南

香椎浜⇔別府 三苫⇔三宅 大原⇔雁ノ巣
東箱崎⇔長丘 月隈⇔長住

当番チーム 原北 三苫 香椎
７月２５日（日） 香椎浜⇔宮竹 油山⇔雁ノ巣 星の原⇔金山

小笹⇔長丘 別府⇔筥松 香椎⇔壱岐南
大原⇔若久 三苫⇔城南 愛宕浜⇔長住
原北⇔三宅 月隈⇔東箱崎

当番チーム 大原 香椎浜 星の原
８月１日（日） 大原⇔長丘 香椎⇔雁ノ巣 原北⇔城南

別府⇔壱岐南 香椎浜⇔三宅 筥松⇔宮竹
油山⇔若久 小笹⇔東箱崎 星の原⇔長住

月隈⇔愛宕浜 三苫⇔金山
当番チーム 別府 小笹 筥松
８月８日（日） 別府⇔雁ノ巣 香椎⇔若久 大原⇔東箱崎

三苫⇔長住 月隈⇔小笹 星の原⇔愛宕浜
原北⇔金山 宮竹⇔壱岐南 筥松⇔三宅

香椎浜⇔城南 油山⇔長丘
当番チーム 愛宕浜 宮竹 東箱崎

８月２９日（日） 三苫⇔愛宕浜 宮竹⇔雁ノ巣 油山⇔東箱崎
月隈⇔星の原 別府⇔若久 大原⇔小笹
香椎⇔長丘 筥松⇔城南 原北⇔長住

香椎浜⇔金山 壱岐南⇔三宅
当番チーム 壱岐南 長住 三宅
９月５日（日） 筥松⇔金山 油山⇔小笹 三宅⇔雁ノ巣

月隈⇔大原 香椎⇔東箱崎 原北⇔愛宕浜
壱岐南⇔城南 宮竹⇔若久 別府⇔長丘
三苫⇔星の原 香椎浜⇔長住

当番チーム 長丘 雁ノ巣 金山
９月１２日（日） 原北⇔星の原 雁ノ巣⇔城南 月隈⇔三苫

宮竹⇔長丘 香椎⇔小笹 壱岐南⇔金山
三宅⇔若久 香椎浜⇔愛宕浜 筥松⇔長住
油山⇔大原 別府⇔東箱崎
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7/19　ちびっこ試合

   出場可能チーム数は県連の連絡があり次第報告する。

・予定変更は、変更したいチームが速やかに当番チーム及び対戦チームに報告して、調整を図ること。

・予定変更は、変更したいチームが新たに当番チームとして、責任を持って試合を計画すること。

・予定変更は、変更したいチームが　「試合日程変更連絡表」を提出すること。（結果報告も同様とする。）

　※（日程が決まらない場合は、一旦「予定未定」として提出し、日程決定後再度提出すること。）

・試合結果は試合当日の２０時までに、毎日新聞社、連盟へ報告すること。（雨等で中止の場合も同様とする）

・リーグ戦は9月末までに終了できるよう、各チーム協力して実施すること。

・試合の順番は当番チームで変更可（開幕戦を除く）

・各チームは原則リーグ戦を優先して日程を調整することとする。

　ただし母点校の学校行事（運動会、土曜授業等）、チーム行事（キャンプ、当連盟が認める他連盟大会出場）

　の場合、事前に連盟に承諾を得て、当番チーム、対戦チームに報告すれば予定を変更できる事とする。
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※県大会出場チームの選定は前半10試合の勝敗上位チームとする。（詳細は別途調整後報告）

　 期限については県連の報告期限確認後別途通知する。
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8/21～24教育長大会
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8/7.8.9　県大会
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