
2020年度日本男子ソフトボールリーグ組合せ

参加チーム：18

平林金属・デンソー・ダイワアクト・Honda・大阪桃次郎・日本エコシステム・高知パシフィックウェーブ・愛媛ウエスト・豊田自動織機

旭化成・トヨタ自動車・大阪グローバル・埼玉県庁クラブ・YKK・熊本嶋田クラブ・ジェイテクト・Neo長崎・三重県庁クラブ

節 会場 月日 時間

大阪府大阪市 6.6 9:00 大阪グローバル vs ダイワアクト 熊本嶋田クラブ vs 豊田自動織機 平林金属 vs 大阪桃次郎

11:00 大阪グローバル vs 旭化成 熊本嶋田クラブ vs デンソー 平林金属 vs 豊田自動織機

セレッソスポーツパーク 13:00 大阪桃次郎 vs ダイワアクト Neo長崎 vs デンソー

舞洲 6.7 9:00 大阪桃次郎 vs 熊本嶋田クラブ Neo長崎 vs 大阪グローバル デンソー vs ダイワアクト

３面 11:00 大阪桃次郎 vs Neo長崎 ダイワアクト vs 豊田自動織機 デンソー vs 旭化成

13:00 平林金属 vs 大阪グローバル 旭化成 vs 豊田自動織機

長野県伊那市 6.6 9:00 トヨタ自動車 vs 愛媛ウエスト ジェイテクト vs YKK 日本エコシステム vs 三重県庁クラブ

11:00 トヨタ自動車 vs 高知パシフィックウェーブ ジェイテクト vs Honda YKK vs 三重県庁クラブ

伊那スタジアム 13:00 日本エコシステム vs 高知パシフィックウェーブ 愛媛ウエスト vs 埼玉県庁クラブ

伊那市営野球場 6.7 9:00 三重県庁クラブ vs トヨタ自動車 Honda vs 高知パシフィックウェーブ 埼玉県庁クラブ vs ジェイテクト

富士塚スポーツ公園運動場 11:00 日本エコシステム vs 愛媛ウエスト YKK vs 高知パシフィックウェーブ トヨタ自動車 vs ジェイテクト

１面＋１面＋１面 13:00 三重県庁クラブ vs Honda

広島県尾道市 7.3 9:00 豊田自動織機 vs 三重県庁クラブ YKK vs デンソー 埼玉県庁クラブ vs Neo長崎 高知パシフィックウェーブ vs 熊本嶋田クラブ

11:00 ジェイテクト vs 日本エコシステム 大阪グローバル vs 大阪桃次郎 トヨタ自動車 vs 平林金属 高知パシフィックウェーブ vs 埼玉県庁クラブ

13:00 愛媛ウエスト vs Honda YKK vs ダイワアクト 旭化成 vs 平林金属 豊田自動織機 vs Neo長崎

尾道市御調 7.4 9:00 ジェイテクト vs 三重県庁クラブ 埼玉県庁クラブ vs 豊田自動織機 YKK vs 熊本嶋田クラブ Honda vs Neo長崎

11:00 トヨタ自動車 vs 旭化成 大阪桃次郎 vs 高知パシフィックウェーブ ダイワアクト vs 熊本嶋田クラブ 愛媛ウエスト vs Neo長崎

ソフトボール球場 13:00 平林金属 vs デンソー 埼玉県庁クラブ vs 三重県庁クラブ ダイワアクト vs 日本エコシステム Honda vs 大阪グローバル

４面 7.5 9:00 Neo長崎 vs 高知パシフィックウェーブ トヨタ自動車 vs Honda 旭化成 vs 大阪桃次郎 愛媛ウエスト vs YKK

11:00 ダイワアクト vs ジェイテクト 大阪グローバル vs 熊本嶋田クラブ 埼玉県庁クラブ vs デンソー 日本エコシステム vs YKK

13:00 三重県庁クラブ vs 平林金属 トヨタ自動車 vs 豊田自動織機 旭化成 vs 愛媛ウエスト 日本エコシステム vs 大阪桃次郎

左側：３塁側ベンチ

攻守はコイントスによって決定

対　戦　カ　ー　ド

第
２
節

第
１
節

会場移動するチームに配慮し試合時間の決定を行う

対　戦　カ　ー　ド 対　戦　カ　ー　ド 対　戦　カ　ー　ド



2020年度日本男子ソフトボールリーグ組合せ

参加チーム：18

平林金属・デンソー・ダイワアクト・ホンダエンジニアリング・大阪桃次郎・日本エコシステム・高知パシフィックウェーブ・愛媛ウエスト・豊田自動織機

旭化成・トヨタ自動車・大阪グローバル・埼玉県庁クラブ・YKK・熊本嶋田クラブ・ジェイテクト・Neo長崎・三重県庁クラブ

節 会場 月日 時間

高知県春野市 9.4 9:00 高知パシフィックウェーブ vs ダイワアクト Neo長崎 vs 平林金属 愛媛ウエスト vs 熊本嶋田クラブ

11:00 平林金属 vs ジェイテクト Neo長崎 vs 旭化成 三重県庁クラブ vs 熊本嶋田クラブ

春野総合運動公園 13:00 旭化成 vs ジェイテクト ダイワアクト vs 愛媛ウエスト 三重県庁クラブ vs 高知パシフィックウェーブ

３面 9.5 9:00 高知パシフィックウェーブ vs 愛媛ウエスト 平林金属 vs 熊本嶋田クラブ 三重県庁クラブ vs ダイワアクト

11:00 高知パシフィックウェーブ vs ジェイテクト ダイワアクト vs 旭化成 三重県庁クラブ vs Neo長崎

13:00 旭化成 vs 熊本嶋田クラブ 平林金属 vs 愛媛ウエスト ジェイテクト vs Neo長崎

9.6 9:00 三重県庁クラブ vs 旭化成 ダイワアクト vs 平林金属 熊本嶋田クラブ vs Neo長崎

11:00 高知パシフィックウェーブ vs 旭化成 ダイワアクト vs Neo長崎 愛媛ウエスト vs ジェイテクト

13:00 高知パシフィックウェーブ vs 平林金属 愛媛ウエスト vs 三重県庁クラブ 熊本嶋田クラブ vs ジェイテクト

栃木県大田原市 9.4 9:00 Honda vs 日本エコシステム 豊田自動織機 vs YKK トヨタ自動車 vs 大阪グローバル デンソー vs 大阪桃次郎

11:00 Honda vs 埼玉県庁クラブ 豊田自動織機 vs 日本エコシステム 大阪桃次郎 vs YKK デンソー vs 大阪グローバル

美原公園 13:00 トヨタ自動車 vs 埼玉県庁クラブ

黒羽運動公園 9.5 9:00 豊田自動織機 vs 大阪グローバル デンソー vs 日本エコシステム 埼玉県庁クラブ vs 大阪桃次郎 YKK vs Honda

２面＋２面 11:00 豊田自動織機 vs デンソー トヨタ自動車 vs 日本エコシステム 埼玉県庁クラブ vs 大阪グローバル 大阪桃次郎 vs Honda

13:00 トヨタ自動車 vs YKK

9.6 9:00 トヨタ自動車 vs 大阪桃次郎 デンソー vs ホンダエンジニアリング 埼玉県庁クラブ vs YKK 日本エコシステム vs 大阪グローバル

11:00 豊田自動織機 vs 大阪桃次郎 デンソー vs トヨタ自動車 埼玉県庁クラブ vs 日本エコシステム YKK vs 大阪グローバル

13:00 豊田自動織機 vs ホンダエンジニアリング

富山県富山市 10.17 9:00 日本エコシステム vs 熊本嶋田クラブ 埼玉県庁クラブ vs ダイワアクト Honda vs 平林金属 トヨタ自動車 vs Neo長崎

11:00 日本エコシステム vs 旭化成 埼玉県庁クラブ vs 平林金属 Honda vs 熊本嶋田クラブ トヨタ自動車 vs ダイワアクト

岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園 13:00 YKK vs 旭化成

ソフトボール場 10.18 9:00 YKK vs Neo長崎 日本エコシステム vs 平林金属 埼玉県庁クラブ vs 熊本嶋田クラブ Honda vs 旭化成

４面 11:00 埼玉県庁クラブ vs 旭化成 日本エコシステム vs Neo長崎 トヨタ自動車 vs 熊本嶋田クラブ Honda vs ダイワアクト

13:00 YKK vs 平林金属

三重県熊野市・御浜町 10.17 9:00 ジェイテクト vs デンソー 大阪桃次郎 vs 愛媛ウエスト 高知パシフィックウェーブ vs 大阪グローバル

11:00 ジェイテクト vs 大阪桃次郎 デンソー vs 三重県庁クラブ 高知パシフィックウェーブ vs 豊田自動織機

山崎運動公園野球場 13:00 大阪グローバル vs 愛媛ウエスト

防災公園野球場 10.18 9:00 大阪グローバル vs ジェイテクト 愛媛ウエスト vs 豊田自動織機 デンソー vs 高知パシフィックウェーブ

寺谷総合公園 11:00 大阪桃次郎 vs 三重県庁クラブ ジェイテクト vs 豊田自動織機 デンソー vs 愛媛ウエスト

１面＋１面＋１面 13:00 大阪グローバル vs 三重県庁クラブ

左側：３塁側ベンチ

攻守はコイントスによって決定

会場移動するチームに配慮し試合時間の決定を行う

対　戦　カ　ー　ド 対　戦　カ　ー　ド 対　戦　カ　ー　ド 対　戦　カ　ー　ド
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