
  優 勝　　　

　 　総得点・総失点・総イニング数から得失点率が大きいチームを上位とした。

　　　　得失点率　　０．７６９２３　　　　　　　　　　　０．５３８４６　　　　　　　　　　　　　　０．５１１９０　　　　

決勝リーグ　８／２０（月） 第１試合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２試合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３試合　

川崎中央 ５　VS　１ 恵庭 大分明野 １　VS　６ 京都丹後 川崎中央 ２　VS　０ 京都丹後

大和高田 ５　VS　０ 延岡 世田谷西 ８　VS　１ 呉昭和 大和高田 ５　VS　８ 世田谷西

民生國民中 ７　VS　１ 東京神宮 高川学園 ０　VS　１ 長崎海星 民生國民中 ４　VS　３ 長崎海星

予選リーグ８／１９（日） アイビースタジアム 清武球場

民生国民中 ６　ＶＳ　３ 粉河 慶尚北道 ２　ＶＳ　４ 大宰府 門真 ７　ＶＳ　６ ソウル

陽明高級中 ０　ＶＳ　７ 宮崎 福岡ウ ７　ＶＳ　５ 大和高田 新捕国民中 ０　ＶＳ　５ 東京神宮

愛知北 ８　ＶＳ　２ さいたま市中央 庄和 ０ ＶＳ １０ 世田谷西 静岡蒲原 １　ＶＳ　２ 都城

呉昭和 ４　ＶＳ　５ 高松 大阪旭 ５ ＶＳ １２ 長崎海星 高川学園 ４　ＶＳ　０ 新座東

中山國民中 ８ ＶＳ １３ 川崎中央 国立中央 ８　ＶＳ　５ 香港 鎌ヶ谷 ７　ＶＳ　８ 宮崎中央B

大分西南 １　ＶＳ　２ 尼崎西 延岡 １２ ＶＳ ９ 小金井 大体大浪商 １　ＶＳ　５ 大分明野

札幌西 ０ ＶＳ １０ 八代 恵庭 ５　ＶＳ　６ 高陽 横浜緑 ２　ＶＳ　０ 高鍋

寝屋川中央 ０ ＶＳ １０ 熊本中央B 八千代 ２　ＶＳ　５ 京都丹後 鹿屋ビ ０　ＶＳ　３ 滋賀

予選リーグ８／１８（土） アイビースタジアム 清武球場

高陽 ２　ＶＳ　９ 宮崎中央B 熊本中央B １１ ＶＳ ０ 新捕国民中 尼崎西 ６　ＶＳ　２ 福岡ウ

鹿屋ビ ８　ＶＳ　２ 中山國民中 京都丹後 ４　ＶＳ　１ 宮崎 香港 ５　ＶＳ　６ 長崎海星

大阪旭 　３ ＶＳ １０ 国立中央 大分明野 １３ ＶＳ １ さいたま市中央 滋賀 １２ ＶＳ ８ 川崎中央

鎌ヶ谷  ２　ＶＳ　５ 恵庭 大宰府 ０　ＶＳ　７ 世田谷西 横浜緑 １　ＶＳ　４ 粉河

慶尚北道 ９ ＶＳ １０ 庄和 新座東 ４　ＶＳ　３ 札幌西 八千代 ７　ＶＳ　０ 陽明」高級中

大分西南 １　ＶＳ　７ 大和高田 ソウル ４　ＶＳ　７ 延岡 高鍋 １　ＶＳ　８ 民生国民中

都城 ３　ＶＳ　５ 呉昭和 高松 ８　ＶＳ　１ 静岡蒲原 高川学園 １３ ＶＳ ０ 八代

寝屋川中央 ２　ＶＳ　３ 東京神宮 大体大浪商 ２　ＶＳ　９ 愛知北 小金井 ２　ＶＳ　３ 門真

予選リーグ８／１７（金） アイビースタジアム 清武球場

新捕国民中 ３　ＶＳ　４ 寝屋川中央 横浜緑 ０　ＶＳ　７ 民生国民中 世田谷西 ８　ＶＳ　１ 慶尚北道

宮崎 ０　ＶＳ　１ 八千代 福岡ウ １　ＶＳ　２ 大分西南 高松 ０　ＶＳ　２ 都城

ソウル １０ ＶＳ ３ 小金井 川崎中央 ４　ＶＳ　３ 鹿屋ビ 陽明高級中 １　ＶＳ　８ 京都丹後

札幌西 ０　ＶＳ　４ 高川学園 高陽 ７　ＶＳ　７ 鎌ヶ谷 さいたま市中央 １　ＶＳ　８ 大体大浪商

香港 ０ ＶＳ １０ 大阪旭 中山國人中 ６　ＶＳ　２ 滋賀 長崎海星 ９　ＶＳ　２ 国立中央

愛知北 ２　ＶＳ　３ 大分明野 門真 ４　ＶＳ　４ 延岡 粉河 ８　ＶＳ　１ 高鍋

宮崎中央B ２　ＶＳ　６ 恵庭 東京神宮 １　ＶＳ　０ 熊本中央B 大宰府 ８　ＶＳ　３ 庄和

八代 1 ＶＳ １０ 新座東 大和高田 ４　ＶＳ　1 尼崎西 静岡蒲原 ０ ＶＳ １２ 呉昭和

※宮崎中央B　熊本中央B　（ボーイズリーグ参加）　福岡ウイングス（フレッシュリーグ）

　　ヤング鹿屋ビッグベアーズ（ヤングリーグ）

清武第２球場 久峰球場 高鍋球場

生目杜第２球場

清武第２球場 久峰球場 高鍋球場

生目杜第２球場

清武第２球場 久峰球場 高鍋球場

天候不良により21日の決勝が実施できないと判断し関係者と協議し決勝トーナメント２試合の

　優勝：世田谷西リトルシニア　２位：民生國民中学（台湾）　３位：川崎中央リトルシニア

上段からアイビースタジアム・生目の杜第2野球場・SOKKENスタジアム

東アジアＵ－１５ベースボール宮崎大会２０１８

生目杜第２球場

世田谷西リトルシニア
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陽明」高級中


