
雞知中学校 対馬ＴＫマックス

● 1-6 雞知中 〇 8-1 厳原中 ● 3-4 厳原中

〇 4-3 対馬ＴＫ 〇 7-5 対馬ＴＫ ● 5-7 雞知中

● 0-6 雞知中 〇 6-0 厳原中 ● 0-5 雞知中

〇 3-0 対馬ＴＫ 〇 5-0 対馬ＴＫ ● 0-3 厳原中

1-3 雞知中

● 0-2 対馬ＴＫ 〇 3-1 対馬ＴＫ 〇 2-0 厳原中

〇 2-1 雞知中 ● 1-2 厳原中 ●

厳原中

● 0-2 雞知中

5-4

0-7

対馬ＴＫ

雞知中

〇

●

〇 2-0 対馬ＴＫ

〇 7-0 厳原中

● 4-5

【決】 球王クラブ 9-2 厳原ブラボー

4/4

6/27 選手権

9/12 新人戦

4/11 NHK杯

【一】 厳原ブラボー 不戦 美津島ﾆｭｰベアーズ

会長杯

〃 球王クラブ 4-1 ドンジャース

10/18 Ｃ級選抜戦

【一】 豊玉町野球部 14-13 ドンジャース

〃 対馬・J 7-5 豊玉サンライズ

Ｃ選抜 【一】○ 7-5 豊玉サンライズ

【決】● 1-6 豊玉町野球部

● 棄権 球王クラブ(棄権)

選手権 【一】○ 不戦 ドンジャース

【準】● 0-10 厳原ブラボーＣ選抜 【一】● 5-7 対馬・J

対馬・J ２勝６敗(,250)

西日２ 【準】● 1-5 厳原ブラボー

高松２ 【準】● 1-6 ドンジャース

天皇杯 【一】● 2-3 豊玉町野球部

県　民 【一】

【一】● 1-2 厳原ブラボー

【決】◎ 対馬・J

高松２ 【準】● 0-7 球王クラブ

選手権 【一】● 棄権 対馬・J

Ｃ選抜 【一】● 13-14 豊玉町野球部

天皇杯 【一】○ 11-6 豊玉サンライズ

【準】● 3-7 厳原マリナーズ

6-1 対馬・J

【準】○ 9-1 豊玉町野球部

【決】◎ 5-4 球王クラブ

● 4-5 ドンジャース

【準】○ 7-0 豊玉サンライズ

西日２ 不参加

県　民 【一】○ 2-1 豊玉町野球部

【準】◎ 不戦 制覇クラブ

選手権 【準】○ 対馬・J

【決】● 0-5 厳原マリナーズ

4-3 制覇クラブ

【準】○ 4-3 豊玉町野球部

【決】◎ 4-1 厳原マリナーズ

【準】● 2-4 厳原マリナーズ

高松２ 【一】● 2-9 球王クラブ

【決】◎ 4-2 厳原ブラボー

高松２ ○

球王クラブ ４勝４敗(,500)

【一】○

【一】

西日２

【決】

9-2 厳原ブラボー

県　民 【準】● 棄権 厳原ブラボー

選手権 【一】○ 9-1 豊玉町野球部

● 0-1 厳原マリナーズ

高松１ 【決】◎ 6-2 厳原マリナーズ

天皇杯 【一】● 3-4 厳原ブラボー

9-1 豊玉町野球部

台風による順延で棄権３チーム

高松１ 【決】● 2-6 制覇クラブ

【準】○ 4-2 制覇クラブ

【決】◎ 5-0 厳原ブラボー

天皇杯 【一】○

〃 厳原ブラボー 制覇クラブ(棄権)

10-0

【決】 厳原ブラボー

球王クラブ － 対馬・J（両チーム棄権）

２部【決】 ドンジャース 5-4 球王クラブ

〃 ドンジャース 11-6 豊玉サンライズ

9/6(台風)→9/12 県民体育大会予選会

【一】 厳原ブラボー 4-3 制覇クラブ

〃 豊玉町野球部 3-2 対馬・J

【準】

〃 球王クラブ 3-2 豊玉町野球部

２部【決】 球王クラブ 4-2 厳原ブラボー

１部【決】 制覇クラブ 6-2 厳原マリナーズ

5-1 対馬・J厳原ブラボー

１部【決】 厳原マリナーズ 1-0 制覇クラブ

２部【一】 豊玉町野球部 9-2 豊玉サンライズ

２部【準】

一般大会の参加なし

日本マスターズ

美津島ﾆｭｰベアーズ 球王クラブ

美津島ﾆｭｰベアーズ ドンジャース

10/4 県成年予選

4-3

【一】 3-2

一般大会の参加なし

対馬ＴＭ（還暦登録）

【決】

中学の部

【決】 豊玉町野球部 6-1 対馬・Ｊ

壮年の部

厳原中学校

美津島ニューベアーズ

6-1

豊玉サンライズ ０勝４敗(,000)

厳原マリナーズ

【一】● 棄権

ドンジャース ４勝３敗(,571)

14-13 ドンジャース

制覇クラブ

４勝５敗(,444)

天皇杯 【一】●

Ｃ選抜 【一】〇

選手権

6-7

1-9

7-6 球王クラブ

【準】○ 7-3 ドンジャース

選手権 【一】○ 不戦 球王クラブ

1-4 厳原ブラボー【決】●

【準】

選手権

天皇杯 【一】○

5/17

一般大会の参加なし

豊玉町野球部

対馬やまねこパワーズ(Ｄ級登録)

西日２ 【一】● 2-9

天皇杯 【一】● 6-11 ドンジャース

選手権 不参加

【一】 対馬・J ドンジャース(棄権)

9/20、9/27 対馬選手権

【決】 厳原マリナーズ 5-0 厳原ブラボー

〃 厳原マリナーズ 9-1 制覇クラブ

【準】 厳原ブラボー 10-0 対馬・J

前週の順延による順次順延で棄権２チーム

〃 厳原マリナーズ 球王クラブ(棄権)

〃 制覇クラブ

【準】○ 3-2 豊玉町野球部

【一】● 1-9

厳原ブラボー

県　民

【準】● 3-4

天皇杯 【一】○ 3-2 対馬・J

●

【一】● 棄権

厳原マリナーズ

対馬・J(棄権)県　民

厳原ブラボー

【一】 厳原ブラボー

【決】

厳原ブラボー ７勝３敗(,700)

〃 厳原マリナーズ 7-3 ドンジャース

【準】 厳原ブラボー 4-3 豊玉町野球部

厳原マリナーズ 7-6 球王クラブ〃

5-1 対馬・J

● 2-4 球王クラブ

西日２

ドンジャース高松２ 【準】

2-1 豊玉町野球部

4-1 厳原マリナーズ

高松２ 【一】○

2-3 厳原ブラボー【準】●

天皇賜杯５/31、６/７

４/５ 高松宮賜杯１部、２部

２部【一】 ドンジャース 6-1 対馬・J

〃 球王クラブ 9-2 厳原ブラボー

２部【準】 ドンジャース 9-1 豊玉町野球部

〃 球王クラブ 7-0 豊玉サンライズ

４勝４敗 ７勝１敗 １勝７敗

2020年　大会別戦績表 一　般　チ　ー　ム　　対　戦　勝　敗　表

３/８ 西日本１部、２部 制覇クラブ ２勝４敗(,333)厳原マリナーズ ６勝２敗(,750)

◎ 1-0 制覇クラブ西日１ 【決】 西日１ 【決】

豊玉町野球部

西日２ 【一】○ 豊玉サンライズ9-2

-23-


