
4/30 5/27 6/24 7/8 7/14 7/15 7/15 7/14 7/8 6/24 5/27 4/30

下作延第一ペッパーズ 高津区

D1 L1

9 南菅生ワイルダース 宮前区

賞　状 楯 メダル

A2

6 溝口第三サンダース 高津区

7 古川町少年野球部 幸　区

8 蟹ヶ谷クラブスターズ 高津区

I2⑥ 8:00 諏訪一

：

予備日
瀬　田
諏訪一

賞　品

28 久地第三レッズ 高津区

22 井田ふたば子ども会 中原区

23 登戸ユニオンズ 多摩区

12 小杉陣屋一丁目野球部 中原区

13 南町ブルーシャークス

39 有馬フレンズ 宮前区

多摩区

14 片平イーグルス 麻生区

15 天神町少年野球部 中原区

33 新作第二少年野球部 高津区

37 京町池田野球部

38 下小田中第一武蔵野球部

川崎区

中原区

平成30年度　第2回川崎市学童軟式野球たまなみ大会組合せ　2018.3.18現在

試合日程

Ｎｏ チーム名 地区名 Ｎｏ チーム名 : 地区名

1 南生田ウイングス 多摩区 準々決勝・準決勝・決勝戦の日程 50 夢見ヶ崎子ども会野球部 幸　区

日程 番号 開始時間 球場

2 大谷戸小田中子ども会野球部 中原区 51 栗木ジャイアンツ 麻生区

A1

3 西生田キングス 麻生区 瀬　田

A I

7/14
（土）

① 8:30 瀬　田

I1② 8:30 諏訪一

52 宮崎モンスターズ 宮前区③ 10:30

④ 10:30 諏訪一

4 南野川ブルーアローズ 宮前区 53 今井仲町子ども会野球部 中原区

7/15
（日）

⑤ 8:00 瀬　田

5 東小倉少年野球部ペガサス 幸　区 54 鋼管通野球部 川崎区⑦ 10:30 諏訪一

⑧ 10:30 瀬　田

7/21
（土）

予備日
瀬　田
諏訪一 56 多摩川フレンズ 多摩区

55 長尾少年野球部 多摩区7/16
（月 ）

B1

優　勝

優　　　勝　　　旗 J1

優　勝　カ　ッ　プ 58 井田みすぎ子ども会野球部 中原区

B

57 千代ヶ丘チャレンジャーズ 麻生区

パークシティクーガーズ 幸　区

J

10 南小ドリームズ 多摩区 準優勝 賞　状 楯 メダル 59

B2

11 百合丘ペッカーズ 麻生区 敢闘賞 賞　状 楯 60

野川レッドパワーズ 宮前区

J2

坂戸第一ドジャース 高津区

第三位 賞　状 楯 メダル

① ③

その他ローリングスより賞品があります

61

62 有馬こども会 宮前区

63 塚越一丁目 幸　区

C1 K1

64 東橘野球部 高津区

C K

16 塚越四丁目子ども会野球部 幸　区 65 堰子ども会野球部 多摩区

C2 K2

17 富士見台ウルフ少年野球クラブ 宮前区 66 貝塚野球部 川崎区

18 67 宮内子ども会野球部 中原区

19 宮崎台バーズ 宮前区 68 みどり少年野球クラブ 麻生区

20 久本ブルーエンジェルス 高津区 69 中野島あけぼの 多摩区

21 小向子ども会野球部 幸　区 70 井田つくし第二子ども会 中原区

D L

71 野川台フォルコンズ 宮前区

D2 L2

72 北加瀬山崎町子ども会野球部 幸　区

⑧

24 若葉フレッシュリーブス 麻生区 決勝戦 73 SSフェローズ 高津区

⑤ ⑥

25 浅田1,2丁目子ども会野球部 川崎区 74 丘の上トータス 高津区

優　勝 準優勝

26 大作ジャイアンツ 多摩区 75 下平間町内会子ども会野球部 幸　区

E1 M1

27 今井西町少年野球部 中原区 76 向丘サンダース 宮前区

E M

E2 M2

77 日進町少年野球チーム 川崎区

29 リトルグリーンズ 宮前区 78 寺尾台イーグルス 多摩区

30 小倉少年野球部 幸　区 79 中丸子みゆき子ども会野球部 中原区

31 鷺沼ヤングホークス 宮前区 80 月見台フェニックス 多摩区

32 北加瀬原子ども会野球部 幸　区 81 上麻生少年野球部 麻生区

F1 N1⑦
82 井田つくし第四子ども会野球部 中原区三位決定戦

F N

34 馬場ブルーファイターズ 多摩区 83 馬絹メイツ 宮前区三位 敢闘賞
F2 N2

② ④

88 戸手本町少年野球部 幸　区

G O

35 王禅寺少年野球部 麻生区 84 二子フェニックス 高津区

36 大谷戸上町子ども会野球部 中原区 85 小向西町子ども会野球部 幸　区

86 オール上作野球部 高津区

87 松風スラッガーズ 宮前区
G1 O1

40 南加瀬越路少年野球部 幸　区 89 神地子ども会野球部 中原区

G2 O2

41 白真少年野球部 麻生区 90 三田サンライズ 多摩区

42 新城ドルフィンズ 中原区 91 古市場二丁目少年野球部 幸　区

43 南河原リトルウィングス 幸　区 92 大谷戸常陸子ども会野球部 中原区

44 上丸子サンズ 中原区 93 南加瀬中央子ども会野球部 幸　区

H1 P1

45 おし沼レパード 多摩区 94 宿河原ベアーズ 多摩区

H P

46 桜本少年野球部 川崎区 95 千年子ども会野球部 高津区

主  催 　川 崎 市 少 年 野 球 連 盟  学童部

47 花の台フワラーズ 宮前区 後  援 　川　　　　　　崎　　　　　　市 96 東住ベースボールクラブ 中原区

麻生区

　東 京 新 聞 ・ 東京中日スポーツ   

宮前区49 東高津野球部 高津区

　ナガセケンコー 株式会社

98 白幡台イーグルス

H2 P2
　川　　崎　　野　　球　　協　　会

　ローリングスジャパンLLC

48 神明町子ども会野球部 幸　区 97 下麻岡少年野球部


