
選手権【一】○ 8-4 仁　田

32連勝でストップ

9-4 仁　田【決】◎ 8-3 上対馬

美津島【準】○ 4-0 美津島

中　学　（５チーム）
新人戦【一】● 3-5 仁　田

上対馬

新人戦【一】● 0-2 上対馬

【決】◎

【決】● 3-8 厳　原

新人戦【一】○ 2-0

【決】● 4-9

【準】○ 8-1 豊　玉 新人戦 不参加

● 0-1 厳　原 選手権【準】● 1-8 上対馬

厳　原【決】◎ 1-0 上対馬 新人戦【一】○ 5-3選手権

ＮＨＫ【準】● 4-7 上対馬

【準】○ 6-5 美津島 選手権【一】● 4-8 厳　原 選手権【準】● 0-4 厳　原【決】

厳　原 ＮＨＫ【準】● 5-6 厳　原ＮＨＫ【準】○ 7-4 豊　玉ＮＨＫ【一】○ 4-3 仁　田 ＮＨＫ【一】● 3-4

玄　海 【一】● 棄権 対馬やまねこクラブ

選手権 【二】● 0-14

厳原ウィンズ　　６勝１敗 仁田中野球クラブ １勝３敗 美津島アストロクラブ０勝３敗上対馬少年北斗ｸﾗﾌﾞ４勝２敗 豊玉ヤンキース

選手権 【二】● 1-2 美津島クラブ厳原ＮＹビーンズ

天皇杯 【一】● 3-4 制覇クラブ

島　民 【一】● 0-1 厳原ＮＹビーンズ

豊玉町野球部 １勝４敗(,200)

高松１ 【一】○ 7-3 厳原ブラックタイガース

【準】● 1-2 厳原ＮＹビーンズ

厳原クラブ(Ｄ級) ０勝３敗

高松２ 【一】● 1-10 美津島マーシャルズ

選手権 【一】● 0-8 厳原レパーズ

豊玉ドンジャース ０勝１敗

高松２ 不参加

玄　海 【一】○ 不戦 厳原クラブ

【代】● 0-11 豊玉サンライズ

● 0-3 制覇クラブ対馬やまねこクラブ(Ｄ級) １勝３敗(,250)

高松２ 【一】● 1-10 峰エンゼルス

【三】○ 3-2 厳原ファイターズ

【準】●

玄　海 【一】● 0-7 厳原レパーズ

選手権 【二】

選手権 【二】● 2-6 厳原マリナーズ

美津島マーシャルズ １勝３敗(,250)

高松２ 【一】○ 10-1 厳原クラブ

【準】● 1-10 峰エンゼルス

天皇杯 【一】● 0-2 厳原ＮＹビーンズ

玄　海 【代】◎ 11-0 対馬やまねこクラブ

選手権 【二】● 1-8 上対馬メッツ

豊玉サンライズ １勝３敗(,250)

高松２ 【一】● 4-6 美津島ポパイ

美津島ポパイ １勝２敗(,333)

高松２ 【一】○ 6-4 豊玉サンライズ

【準】● 1-4 制覇クラブ

天皇杯 【一】● 0-10 厳原マリナーズ

0-8 厳原ＮＹビーンズ

島　民 【準】● 2-4 上対馬クラブ

選手権 【二】○ 2-1 厳原クラブ

【三】● 1-7 上対馬クラブ

美津島クラブ ２勝４敗(,333)

高松２ 【一】● 棄権 制覇クラブ

制覇クラブ

島　民 【準】● 0-4 厳原ＮＹビーンズ

選手権 【二】○ 7-6 厳原ブラックタイガース

３勝３敗(,500)

高松２ 【一】○ 10-1 対馬やまねこクラブ

【準】○ 10-1 美津島マーシャルズ

平 成 18 年 チ ー ム 別 対 戦 勝 敗 表

厳原ＮＹビーンズ 10勝２敗(,833)

高松１ 【一】○ 3-2 上対馬クラブ

Ｂ　級（８ チ ー ム） 厳原マリナーズ ７勝２敗(,777)

【決】◎ 3-0 厳原レパーズ

高松１ 【一】○ 2-0 厳原ファイターズ 天皇杯

【代】● 1-2 上対馬クラブ

【準】○ 2-1 豊玉町野球部

【決】◎ 4-0 厳原マリナーズ

豊玉サンライズ

【三】○ 6-0 制覇クラブ

【準】○ 8-0 美津島クラブ

【決】● 1-2 上対馬クラブ

選手権 【二】○ 14-0 豊玉ドンジャース

島　民 【一】

西日１ 【一】○ 7-0 厳原ブラックタイガース

【決】◎ 2-0 上対馬クラブ

○ 1-0 豊玉町野球部

【準】○ 4-0 峰エンゼルス

天皇杯 【一】○ 2-0

【準】○ 3-1 上対馬メッツ

【決】● 0-4 厳原ＮＹビーンズ

天皇杯 【一】○ 10-0 美津島クラブ

【代】◎ 9-0 制覇クラブ

選手権 【二】○ 6-2 豊玉サンライズ

【三】● 3-6 上対馬メッツ

● 2-3 厳原ＮＹビーンズ高松１ 【一】

上対馬クラブ ８勝３敗(,727)

西日１ 【一】● 4-5 厳原レパーズ

【一】○ 7-0 厳原ブラックタイガース

【代】◎ 2-1 厳原ＮＹビーンズ

島　民 【一】○ 6-3 制覇クラブ

【準】○ 4-2 美津島クラブ

【決】◎ 2-1 厳原ＮＹビーンズ

【準】○ 5-1 上対馬メッツ

選手権 【二】○ 4-3 豊玉町野球部

【三】○ 7-1 峰エンゼルス

【決】● 0-2 厳原ＮＹビーンズ上対馬メッツ ３勝３敗(,500)

厳原レパーズ ４勝３敗(,571)

高松１ 【一】○ 2-0 厳原レパーズ

【準】● 1-3 厳原マリナーズ

玄　海 【代】● 棄権 厳原レパーズ

選手権 【二】○ 8-1 美津島ポパイ

【三】○ 6-3 厳原マリナーズ

【準】● 1-5 上対馬クラブ【一】○ 5-4 上対馬クラブ

【決】● 0-3 厳原マリナーズ

西日１

高松１ 【一】● 0-2 上対馬メッツ

美津島クラブ

厳原ブラックタイガース ０勝４敗 来季降格

高松１ 【一】● 0-2 厳原マリナーズ

選手権 【二】○ 3-2 厳原レパーズ

選手権 【二】● 3-4 上対馬クラブ

厳原ファイターズ １勝２敗(,333)

【三】●

西日１ 【一】● 0-7 厳原マリナーズ玄　海 【一】○ 7-0 美津島マーシャルズ

2-3

不戦 上対馬メッツ

選手権 【一】○ 8-0 対馬やまねこクラブ

高松１ 【一】● 3-7 豊玉町野球部

天皇杯 【一】● 0-7 上対馬クラブ

● 6-7 峰エンゼルス

【代】◎

Ｃ　級（７ チ ー ム）

制覇クラブ ５勝３敗(,625)

高松２ 【一】○ 不戦 美津島クラブ

【二】選手権【二】● 2-3 厳原ファイターズ

峰エンゼルス

【決】● 1-8

0-9 厳原マリナーズ

【準】○ 4-1 美津島ポパイ

【決】◎ 8-1 峰エンゼルス

【三】● 0-6 厳原ＮＹビーンズ

高松宮杯２年連続優勝で来季はＢ級昇格

選手権 【二】○ 3-0 美津島マーシャルズ

島　民 【一】● 3-6 上対馬クラブ

天皇杯 【一】○ 4-3 豊玉町野球部

【代】●


