
１７日 18日

ＴＥＡＭ 古賀ブレイス 百道ＳＳ 八児 志免南ＷＣ 大龍ＲＳ 三田川ＳＢ 黒髪 勝率 順位

古賀ブレイス 〇３３－２４ 〇26-25 ×２５－４１ 18日Ｂ4 〇２６－２０ 18日Ａ10

百道ＳＳ ×2４－３３ ×１６－３１ ×10-32 18日Ａ8 18日Ａ6 18日Ｂ2

八児 ×25-26 〇３１－１６ 18日Ａ2 〇３１－３０ 18日Ａ4 18日Ｂ8

志免南ＷＣ 〇４１－２５ 〇３２－１０ 18日Ａ2 18日Ｂ6 18日B10 〇２１－２０

大龍ＲＳ 18日Ｂ4 18日Ａ8 ×３０－３１ 18日Ｂ6 ×２０－２１ ×４８－５２

三田川ＳＢ ×２０－２６ 18日Ａ6 18日Ａ4 18日B10 〇２１－２０ ×１８－４０

黒髪 18日Ａ10 18日Ｂ2 18日Ｂ8 ×２０－２１ 〇５２－４８ 〇４０－１８

ＴＥＡＭ 福間 長丘 ジムラッツ 千早西 鳥栖 大分豊府 ＭＪ 勝率 順位

福間 ×３３-４９ ×２８－６４ ×２３－３５ 18日Ａ10 18日Ｂ4 ×３７－４３

長丘 〇４９-３３ ×３１－３７ 18日Ａ2 18日Ｂ8 〇５６－２８ 18日Ａ4

ジムラッツ 〇６４－２８ 〇３７－３１ 〇３４－１６ 18日Ｂ2 18日Ａ8 18日Ａ6

千早西 〇３５－２３ 18日Ａ2 ×１６-３４ 〇３８－１４ 18日Ｂ6 18日Ａ4

鳥栖 18日Ａ10 18日Ｂ8 18日Ｂ2 ×１４－３８ 〇２３－２２ ×１８－２９

大分豊府 18日Ｂ4 ×２８－５６ 18日Ａ8 18日Ｂ6 ×２２－２３ ×３１－３５

ＭＪ 〇４３－３７ 18日Ａ4 18日Ａ6 18日Ａ4 〇２９－１８ 〇３５－３１

ＴＥＡＭ 玄海 宮竹 福重ＦＢ 東若久 佐賀選抜 蒲生ＣＪ 西岐波 勝率 順位

玄海 〇４５－３８ ×４０－６０ ×２６－４８ 18日Ａ7 18日Ａ4 ×３０－３３

宮竹 ×３８－４５ ×３４－４６ 18日Ａ１ 18日Ａ10 ×２７－４３ 18日Ａ3

福重ＦＢ 〇６０－４０ 〇４６－３４ △26-26 18日Ａ2 18日Ａ9 18日Ａ5

東若久Ｇ 〇４８－２６ 18日Ａ１ △26-26 ×２３－２４ 18日Ａ6 18日Ａ8

佐賀選抜 18日Ａ7 18日Ａ10 18日Ａ2 〇２４－２３ -20 〇３９－２６ 〇３６－１６

蒲生ＣＪ 18日Ａ4 〇４３－２７ 18日Ａ9 18日Ａ9 ×２６－３９ ×３５－４５

西岐波 〇３３－３０ 18日Ａ3 18日Ａ5 18日Ａ6 ×１６－３６ 〇４５－３５

１７日 18日

ＴＥＡＭ 神興東 木室Ｎ 津福Ｇ 長丘 鶴田 佐賀選抜 五日市観音 勝率 順位

神興東 ×１７－５６ ×７－３２ ×２０－４７ ×１０－４０ 18日Ｂ1 18日Ｂ3

木室Ｎ 〇５６－１７ 18日Ａ3 18日Ａ5 18日Ｂ9 ×３１－４９ 〇３２－１７

津福Ｇ 〇３２ー７ 18日Ａ3 〇３０－２６ 18日Ａ1 18日Ｂ7 〇２４－２３

長丘 〇４７－２０ 18日Ａ5 ×２６－３０ 〇２７－２６ 18日Ａ9 18日Ａ7

鶴田 〇４０－１０ 18日Ｂ9 18日Ａ1 ×２６－２７ ×２２－５０ 18日Ｂ5

佐賀選抜 18日Ｂ1 〇４９－３１ 18日Ｂ7 18日Ａ9 〇５０－２２ 〇３０－２８

五日市観音 18日Ｂ3 ×１７－３１ ×２３－２４ 18日Ａ7 18日Ｂ5 ×２８－３０

ＴＥＡＭ 赤間 香椎東 愛宕浜 志免ＷＫ 新入 佐賀Ｃ 蒲生Ｃ 勝率 順位

赤間 ×２０－３９ ×２４－３５ 18日Ａ9 ×２９－４３ ×２０－２７ 18日Ｂ3

香椎東ＳＷ 〇３９－２０ 〇３５－１６ 18日Ｂ1 〇４１－３３ 18日Ａ5 18日Ａ7

愛宕浜 〇３５－２４ ×１６－３５ △１７-１７△ 18日Ａ1 18日Ｂ9 18日Ｂ5

志免ＷＫ 18日Ａ9 18日Ｂ1 △１７-１７△ 18日Ｂ7 〇２９－２７ 〇４１－１８

新入 〇４３－２９ ×３３－４１ 18日Ａ1 18日Ｂ7 18日Ａ3 〇６４－２２

佐賀Ｃ 〇２７－２０ 18日Ａ5 18日Ｂ9 ×２７－２９ 18日Ａ3 〇７１－２４

蒲生Ｃ 18日Ｂ3 18日Ａ7 18日Ｂ5 ×１８－４１ ２２－６４〇 ×２４－７１

【Ａリーグ男子　】1日目　自由ヶ丘南小学校　2日目玄海小学校

◆3月17・１８日
【ＳＳリーグ女子】 1日目　神興東小学校・2日目　ＧＡ

【Ｓリーグ女子】1日目　赤間小学校　2日目福間小学校

組み合わせ表（女子）　ＳＳ・Ｓリーグ

◆3月17・１８日

【Ｓリーグ男子】 1日目福間小学校　2日目福間小学校

JT CUP　２０１８　組み合わせ表（男子）　ＳＳ・Ｓ・Ａリーグ

【ＳＳリーグ男子】　　１日目・２日目グローバルアリーナ


