
ザバスカップザバスカップ

2013年リトルリ グ全国選抜北関東連盟ゾ ン大会2013年リトルリーグ全国選抜北関東連盟ゾーン大会2013年リトルリ グ全国選抜北関東連盟ゾ ン大会
2013/5/252013/5/25

主管：各ゾーンを各ブロック 競技部主管：各ゾ ンを各ブロック 競技部

（ ） 主管 行う 第 試合一日目 6月 2日（日） 　　　主管で行う 第一試合  9:00日目 月 日（日） 主管で行う 第 試合

二日目 6月 9日（日） 第二試合 11:00二日目 6月 9日（日） 第二試合 11:00

予備日 6月15日（土） 第三試合 13:00予備日 6月15日（土） 第三試合 13:00

Ａゾーン Ｂゾーン Ｃゾーン Ｄゾーン ＥゾーンＡゾ ン Ｂゾ ン Ｃゾ ン Ｄゾ ン Ｅゾ ン

主管 中央ブ 主管 南部ブ 主管 北部ブ 主管 東部ブ 主管 部ブ主管 中央ブロック 主管 南部ブロック 主管 北部ブロック 主管 東部ブロック 主管 西部ブロック主管 中央ブ ック 主管 南部ブ ック 主管 北部ブ ック 主管 東部ブ ック 主管 西部ブ ック

大会運営責任者 鈴木 實 大会運営責任者 橋本 正雄 大会運営責任者 川田 裕夫 大会運営責任者 川崎 敬治 大会運営責任者 高橋 喜博大会運営責任者 鈴木　實 大会運営責任者 橋本 正雄 大会運営責任者 川田 裕夫 大会運営責任者 川崎 敬治 大会運営責任者 高橋 喜博

競技責任者 佐久間 秋夫 競技責任者 太田 潤 競技責任者 石原 通男 競技責任者 西野 圭 競技責任者 横田川 嘉則競技責任者 佐久間 秋夫 競技責任者 太田　潤 競技責任者 石原 通男 競技責任者 西野 圭一 競技責任者 横田川 嘉則

同副 西堀 浩文 同副 宇居 章 同副 宇田川 隆 同副 前原 正孝 同副 吉原 高行同副 西堀 浩文 同副 宇居　章 同副 宇田川 隆 同副 前原 正孝 同副 吉原 高行

同副 出口・天田 同副 松原・柿崎 同副 大関・飯野・萩原 同副 黒江・坂口・武田 同副 山口・細野同副 出口 天田 同副 松原 柿崎 同副 大関 飯野 萩原 同副 黒江 坂口 武田 同副 山口 細野

審判責任者 東 敬一 審判責任者 澤口 覚 審判責任者 高橋 利夫 審判責任者 本間 峰司 審判責任者 片桐 義行審判責任者 東　敬 審判責任者 澤口　覚 審判責任者 高橋 利夫 審判責任者 本間 峰司 審判責任者 片桐 義行

副 小沢 猛 副 加登見 益夫 副 栗山 秀夫 副 渡辺 明 副 中村 勝治同副 小沢　猛 同副 加登見 益夫 同副 栗山 秀夫 同副 渡辺 明 同副 中村 勝治同副 小沢 猛 同副 加登見 益夫 同副 栗山 秀夫 同副 渡辺 明 同副 中村 勝治

同副 家辺 光彦 同副 福田 泰雄 同副 同副 玉田 英伸 同副 松村 亘同副  家辺 光彦 同副 福田 泰雄 同副 同副 玉田 英伸 同副 松村　亘

広報責任者 丸山 彰 広報責任者 金子 義直 広報責任者 強瀬 勝美 広報責任者 伊東 隆 広報責任者 須田 寛幸広報責任者 丸山　彰 広報責任者 金子 義直 広報責任者 強瀬 勝美 広報責任者 伊東　隆 広報責任者 須田　寛幸

同副 同副 同副 同副 濱口 義人 同副同副 同副 同副 同副 濱口 義人 同副

大宮レパーズ球場 富士見リトル球場 深谷市リトル球場 川口リトル球場 川越安比奈グランド大宮レパ ズ球場 富士見リトル球場 深谷市リトル球場 川口リトル球場 川越安比奈グランド

リ グ名 リ グ名 リ グ名 リ グ名 リ グ名リーグ名 リーグ名 リーグ名 リーグ名 リーグ名

Ⅰ 大宮Ａ Ⅰ 富士見 Ⅰ 朝 霞 Ⅰ 新 座 Ⅰ 川 越Ⅰ 大宮Ａ Ⅰ 富士見 Ⅰ 朝　霞 Ⅰ 新　座 Ⅰ 川　越
Ⅱ 南浦和 Ⅱ 上尾西 Ⅱ 川口Ｂ Ⅱ 志 木 Ⅱ 大宮東ＡⅡ 南浦和 Ⅱ 上尾西 Ⅱ 川口Ｂ Ⅱ 志　木 Ⅱ 大宮東Ａ

草 加 大宮北 宇都宮 大宮西Ⅲ 草 加 Ⅲ 上尾・足利・深谷市 Ⅲ 大宮北 Ⅲ 宇都宮 Ⅲ 大宮西Ⅲ 草　加 Ⅲ 尾 足利 深谷市 Ⅲ 大宮北 Ⅲ 宇都宮 Ⅲ 大宮西
飯 能 Ⅳ 越 谷 Ⅳ 大宮東Ｂ Ⅳ 川口Ａ Ⅳ 浦 和飯　能 Ⅳ 越　谷 Ⅳ 大宮東Ｂ Ⅳ 川口Ａ Ⅳ 浦　和飯 能 越 谷 大宮東 川 浦 和

Ⅴ 所 沢 Ⅴ 大宮ＢⅤ 所　沢 Ⅴ 大宮Ｂ
球場名 一日目 二日目 球場名 一日目 二日目 球場名 一日目 二日目 球場名 一日目 二日目 球場名 一日目 二日目球場名 一日目  二日目 球場名 一日目　 二日目 球場名 一日目　二日目 球場名 一日目　二日目 球場名 一日目　 二日目

Ⅰ×Ⅱ Ⅱ×Ⅳ Ⅰ×Ⅱ Ⅰ×Ⅲ Ⅰ×Ⅱ Ⅱ×Ⅳ Ⅰ×Ⅱ Ⅱ×Ⅳ Ⅰ×Ⅱ Ⅰ×ⅢA面 A面 Ⅰ×Ⅱ   Ⅱ×Ⅳ  Ⅰ×Ⅱ   Ⅰ×Ⅲ  Ⅰ×Ⅱ   Ⅱ×Ⅳ  Ⅰ×Ⅱ   Ⅱ×Ⅳ  Ⅰ×Ⅱ   Ⅰ×Ⅲ
大宮レパーズ

A面 A面
深谷市リトル 川口リトル

Ⅲ×Ⅳ Ⅰ×Ⅳ Ⅰ×Ⅴ Ⅰ×Ⅳ Ⅲ×Ⅳ Ⅰ×Ⅳ Ⅲ×Ⅳ Ⅰ×Ⅳ Ⅰ×Ⅴ Ⅰ×Ⅳ
大宮レパーズ

球場
富士見リトル 川越安比奈

深谷市リトル
球場

川口リトル
球場

 Ⅲ×Ⅳ   Ⅰ×Ⅳ  Ⅰ×Ⅴ   Ⅰ×Ⅳ  Ⅲ×Ⅳ   Ⅰ×Ⅳ  Ⅲ×Ⅳ   Ⅰ×Ⅳ  Ⅰ×Ⅴ   Ⅰ×Ⅳ
球場

富士見リトル
球場

川越安比奈
グランド

球場 球場
 Ⅰ×Ⅲ   Ⅱ×Ⅲ  Ⅳ×Ⅴ   Ⅱ×Ⅳ  Ⅰ×Ⅲ   Ⅱ×Ⅲ  Ⅰ×Ⅲ   Ⅱ×Ⅲ  Ⅳ×Ⅴ   Ⅱ×Ⅳ球場 グランド

Ⅲ Ⅳ Ⅱ Ⅴ Ⅲ Ⅳ Ⅱ ⅤA面 B面 Ⅲ×Ⅳ   Ⅱ×Ⅴ  Ⅲ×Ⅳ   Ⅱ×ⅤA面
富士見リトル

B面
川越安比奈

Ⅱ×Ⅲ Ⅲ×Ⅴ Ⅱ×Ⅲ Ⅲ×Ⅴ
富士見リトル 川越安比奈

グ Ⅱ×Ⅲ   Ⅲ×Ⅴ  Ⅱ×Ⅲ   Ⅲ×Ⅴ球場 グランド球場 グランド

☆ 4リ グゾ ン上位2リ グが連盟決勝ト ナメントに出場☆ 4リーグゾーン上位2リーグが連盟決勝トーナメントに出場
グゾ 位 グが連 決勝5リーグゾーン上位3リーグが連盟決勝トーナメントに出場リ グゾ ン 位 リ グが連盟決勝ト ナメントに出場

連合チ ムはゾ ン大会まで 5リ グゾ ンに入れそのゾ ン代表は2リ グとする連合チームはゾーン大会まで、5リーグゾーンに入れそのゾーン代表は2リーグとする


