
１１１１ １１１１ １１１１
２２２２ ２２２２ ２２２２
３３３３ ３３３３ ３３３３
４４４４ ４４４４ ４４４４

①①①① 対対対対

②②②② 対対対対

③③③③ 対対対対

①①①① 対対対対

②②②② 対対対対

③③③③ 対対対対

①①①① 対対対対

②②②② 対対対対

③③③③ 対対対対

①①①① 対対対対

②②②② 対対対対

③③③③ 対対対対

①①①① 対対対対

②②②② 対対対対

③③③③ 対対対対

①①①① 対対対対

ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック
沖データコンピュータ教育学院沖データコンピュータ教育学院沖データコンピュータ教育学院沖データコンピュータ教育学院

日日日日 立立立立 製製製製 作作作作 所所所所

ＣブロックＣブロックＣブロックＣブロック
きききき らららら やややや かかかか 銀銀銀銀 行行行行
ＨＨＨＨ ｏｏｏｏ ｎｎｎｎ ｄｄｄｄ ａａａａ
東東東東 海海海海 理理理理 化化化化ＪＪＪＪ ＲＲＲＲ 東東東東 日日日日 本本本本 東東東東 北北北北

明明明明 治治治治 安安安安 田田田田 生生生生 命命命命

ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック
三三三三 菱菱菱菱 重重重重 工工工工 神神神神 戸戸戸戸
東東東東 芝芝芝芝
ジジジジ ェェェェ イイイイ ププププロロロロジジジジ ェェェェ クククク トトトト

明明明明 治治治治 安安安安 田田田田 生生生生 命命命命

東東東東 京京京京 ガガガガ スススス

住住住住 友友友友 金金金金 属属属属 鹿鹿鹿鹿 島島島島

沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院

ＪＪＪＪ ＲＲＲＲ 東東東東 日日日日 本本本本 東東東東 北北北北

ジジジジ ェェェェ イイイイ ププププロロロロジジジジ ェェェェ クククク トトトト

東東東東 海海海海 理理理理 化化化化

東東東東 京京京京 ガガガガ スススス

０８：３００８：３００８：３００８：３０

１１：００１１：００１１：００１１：００

１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０

期日：２０１２年４月１２日（木）～４日間（雨天順延）期日：２０１２年４月１２日（木）～４日間（雨天順延）期日：２０１２年４月１２日（木）～４日間（雨天順延）期日：２０１２年４月１２日（木）～４日間（雨天順延）

三三三三 菱菱菱菱 重重重重 工工工工 神神神神 戸戸戸戸

きききき らららら やややや かかかか 銀銀銀銀 行行行行

東東東東 芝芝芝芝

ＨＨＨＨ ｏｏｏｏ ｎｎｎｎ ｄｄｄｄ ａａａａ
市民運動公園市民運動公園市民運動公園市民運動公園
野球場野球場野球場野球場

１２日１２日１２日１２日
（木）（木）（木）（木）

東東東東 海海海海 理理理理 化化化化 きききき らららら やややや かかかか 銀銀銀銀 行行行行

１１：００１１：００１１：００１１：００

球場：日立市市民運動公園野球場・日立製作所会瀬球場球場：日立市市民運動公園野球場・日立製作所会瀬球場球場：日立市市民運動公園野球場・日立製作所会瀬球場球場：日立市市民運動公園野球場・日立製作所会瀬球場

住住住住 友友友友 金金金金 属属属属 鹿鹿鹿鹿 島島島島

日日日日 立立立立 製製製製 作作作作 所所所所

会瀬球場会瀬球場会瀬球場会瀬球場

０８：３００８：３００８：３００８：３０

１１：００１１：００１１：００１１：００

１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０

１３日１３日１３日１３日
（金）（金）（金）（金）

市民運動公園市民運動公園市民運動公園市民運動公園
野球場野球場野球場野球場

０８：３００８：３００８：３００８：３０

会瀬球場会瀬球場会瀬球場会瀬球場

０８：３００８：３００８：３００８：３０

１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０

ＨＨＨＨ ｏｏｏｏ ｎｎｎｎ ｄｄｄｄ ａａａａ 住住住住 友友友友 金金金金 属属属属 鹿鹿鹿鹿 島島島島

ＪＪＪＪ ＲＲＲＲ 東東東東 日日日日 本本本本 東東東東 北北北北

１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０ 東東東東 芝芝芝芝

日日日日 立立立立 製製製製 作作作作 所所所所

１１：００１１：００１１：００１１：００ 三三三三 菱菱菱菱 重重重重 工工工工 神神神神 戸戸戸戸 ジジジジ ェェェェ イイイイ ププププロロロロジジジジ ェェェェ クククク トトトト

東東東東 京京京京 ガガガガ スススス

１４日１４日１４日１４日
（土）（土）（土）（土）

市民運動公園市民運動公園市民運動公園市民運動公園
野球場野球場野球場野球場

０８：３００８：３００８：３００８：３０ 住住住住 友友友友 金金金金 属属属属 鹿鹿鹿鹿 島島島島 きききき らららら やややや かかかか 銀銀銀銀 行行行行

１１：００１１：００１１：００１１：００ 日日日日 立立立立 製製製製 作作作作 所所所所 明明明明 治治治治 安安安安 田田田田 生生生生 命命命命

第３５回ＪＡＢＡ日立市長杯選抜野球大会　組合せ（１２チーム・２会場・４日間）第３５回ＪＡＢＡ日立市長杯選抜野球大会　組合せ（１２チーム・２会場・４日間）第３５回ＪＡＢＡ日立市長杯選抜野球大会　組合せ（１２チーム・２会場・４日間）第３５回ＪＡＢＡ日立市長杯選抜野球大会　組合せ（１２チーム・２会場・４日間）

０８：３００８：３００８：３００８：３０ ジジジジ ェェェェ イイイイ ププププロロロロ ジジジジ ェェェェ クククク トトトト

明明明明 治治治治 安安安安 田田田田 生生生生 命命命命 沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院

ＪＪＪＪ ＲＲＲＲ 東東東東 日日日日 本本本本 東東東東 北北北北 沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育学院

東東東東 芝芝芝芝

１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０

①①①① 対対対対

②②②② 対対対対

③③③③ 対対対対 東東東東 海海海海 理理理理 化化化化

会瀬球場会瀬球場会瀬球場会瀬球場

０８：３００８：３００８：３００８：３０ ジジジジ ェェェェ イイイイ ププププロロロロ ジジジジ ェェェェ クククク トトトト

１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０ ＨＨＨＨ ｏｏｏｏ ｎｎｎｎ ｄｄｄｄ ａａａａ

１１：００１１：００１１：００１１：００ 東東東東 京京京京 ガガガガ スススス

東東東東 芝芝芝芝

三三三三 菱菱菱菱 重重重重 工工工工 神神神神 戸戸戸戸

【決勝トーナメント】【決勝トーナメント】【決勝トーナメント】【決勝トーナメント】

ブロック1位ブロック1位ブロック1位ブロック1位 ブロック1位ブロック1位ブロック1位ブロック1位
（勝率全ブロック1位）（勝率全ブロック1位）（勝率全ブロック1位）（勝率全ブロック1位） （勝率全ブロック2位）（勝率全ブロック2位）（勝率全ブロック2位）（勝率全ブロック2位）

市民運動公園市民運動公園市民運動公園市民運動公園 会瀬球場会瀬球場会瀬球場会瀬球場
15日(日)10：0015日(日)10：0015日(日)10：0015日(日)10：00 15日(日)10：0015日(日)10：0015日(日)10：0015日(日)10：00

優　勝優　勝優　勝優　勝

15日(日)13：0015日(日)13：0015日(日)13：0015日(日)13：00

市民運動公園市民運動公園市民運動公園市民運動公園

AブロックAブロックAブロックAブロック
沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
教育学院教育学院教育学院教育学院 日立製作所日立製作所日立製作所日立製作所 ＪＲ東日本東北ＪＲ東日本東北ＪＲ東日本東北ＪＲ東日本東北 明治安田生命明治安田生命明治安田生命明治安田生命 勝勝勝勝 負負負負 分分分分 勝率勝率勝率勝率

沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ沖ﾃﾞｰﾀｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
教育学院教育学院教育学院教育学院

日立製作所日立製作所日立製作所日立製作所

ＪＲ東日本東北ＪＲ東日本東北ＪＲ東日本東北ＪＲ東日本東北

明治安田生命明治安田生命明治安田生命明治安田生命

BブロックBブロックBブロックBブロック 三菱重工神戸三菱重工神戸三菱重工神戸三菱重工神戸 東芝東芝東芝東芝 ジェイプロジェクトジェイプロジェクトジェイプロジェクトジェイプロジェクト 東京ガス東京ガス東京ガス東京ガス 勝勝勝勝 負負負負 分分分分 勝率勝率勝率勝率

三菱重工神戸三菱重工神戸三菱重工神戸三菱重工神戸

東芝東芝東芝東芝

ジェイプロジェクトジェイプロジェクトジェイプロジェクトジェイプロジェクト

東京ガス東京ガス東京ガス東京ガス

CブロックCブロックCブロックCブロック きらやか銀行きらやか銀行きらやか銀行きらやか銀行 ＨｏｎｄａＨｏｎｄａＨｏｎｄａＨｏｎｄａ 東海理化東海理化東海理化東海理化 住友金属鹿島住友金属鹿島住友金属鹿島住友金属鹿島 勝勝勝勝 負負負負 分分分分 勝率勝率勝率勝率

きらやか銀行きらやか銀行きらやか銀行きらやか銀行

ＨｏｎｄａＨｏｎｄａＨｏｎｄａＨｏｎｄａ

東海理化東海理化東海理化東海理化

住友金属鹿島住友金属鹿島住友金属鹿島住友金属鹿島

順位順位順位順位

順位順位順位順位

順位順位順位順位

【表彰選手】【表彰選手】【表彰選手】【表彰選手】

ブロック2位ブロック2位ブロック2位ブロック2位 ブロック1位ブロック1位ブロック1位ブロック1位
（勝率全ブロック4位）（勝率全ブロック4位）（勝率全ブロック4位）（勝率全ブロック4位） （勝率全ブロック3位）（勝率全ブロック3位）（勝率全ブロック3位）（勝率全ブロック3位）


