
TKYボーイズトーナメント2023日程

【6月3日（日）】　トーナメント戦

鳥取・八頭エリア 鳥取・八頭エリア

第一試合 鳥取ボーイズ 9:00 赤磐ボーイズ 第一試合 鳥取ボーイズ 9:00 広島南ボーイズ
第二試合 愛媛ボーイズ 11:30 赤磐ボーイズ 第二試合 倉敷中央ボーイズ 11:30 広島南ボーイズ
第三試合 愛媛ボーイズ 14:00 鳥取ボーイズ 第三試合 倉敷中央ボーイズ 14:00 鳥取ボーイズ

第一試合 八頭ボーイズA 9:00 倉敷ボーイズ 第一試合 八頭ボーイズA 9:00 広島安佐ボーイズ
第二試合 広島中央ボーイズ 11:30 倉敷ボーイズ 第二試合 兵庫西宮ボーイズ 11:30 広島安佐ボーイズ
第三試合 広島中央ボーイズ 14:00 八頭ボーイズA 第三試合 兵庫西宮ボーイズ 14:00 八頭ボーイズA

第一試合 開星中学ボーイズ 9:00 西岡山ボーイズ 第一試合 開星中学ボーイズ 9:00 高松ボーイズ
第二試合 広島南ボーイズ 11:30 西岡山ボーイズ 第二試合 赤磐ボーイズ 11:30 高松ボーイズ
第三試合 広島南ボーイズ 14:00 開星中学ボーイズ 第三試合 赤磐ボーイズ 14:00 開星中学ボーイズ

第一試合 岩美ボーイズ 9:00 津山ボーイズ 第一試合 岩美ボーイズ 9:00 広島中央ボーイズ
第二試合 広島安佐ボーイズ 11:30 津山ボーイズ 第二試合 西岡山ボーイズ 11:30 広島中央ボーイズ

第三試合 広島安佐ボーイズ 14:00 岩美ボーイズ 第三試合 西岡山ボーイズ 14:00 岩美ボーイズ

第一試合 浜田ボーイズ 9:00 倉敷中央ボーイズ 第一試合 浜田ボーイズ 9:00 広島廿日市ボーイズ
第二試合 高松ボーイズ 11:30 倉敷中央ボーイズ 第二試合 倉敷ボーイズ 11:30 広島廿日市ボーイズ
第三試合 高松ボーイズ 14:00 浜田ボーイズ 第三試合 倉敷ボーイズ 14:00 浜田ボーイズ

岡山県苫田郡鏡野町上齋原559

第一試合 倉吉ボーイズB 9:00 兵庫西宮ボーイズ 第一試合 倉吉ボーイズB 9:00 愛媛ボーイズ
第二試合 広島廿日市ボーイズ 11:30 兵庫西宮ボーイズ 第二試合 津山ボーイズ 11:30 愛媛ボーイズ
第三試合 広島廿日市ボーイズ 14:00 倉吉ボーイズB 第三試合 津山ボーイズ 14:00 倉吉ボーイズB

倉吉・米子エリア 倉吉・米子エリア

第一試合 倉吉ボーイズA 9:00 岡山ボーイズ 第一試合 倉吉ボーイズA 9:00 松山ボーイズ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第二試合 広島城南ボーイズ 11:30 岡山ボーイズ 第二試合 朝来ボーイズ 11:30 松山ボーイズ
第三試合 広島城南ボーイズ 14:00 倉吉ボーイズA 第三試合 朝来ボーイズ 14:00 倉吉ボーイズA

第一試合 米子ボーイズ 9:00 金光ボーイズ 第一試合 米子ボーイズ 9:00 新居浜ボーイズ
第二試合 松山坊ちゃんボーイズ 11:30 金光ボーイズ 第二試合 岡山ボーイズ 11:30 新居浜ボーイズ
第三試合 松山坊ちゃんボーイズ 14:00 米子ボーイズ 第三試合 岡山ボーイズ 14:00 米子ボーイズ

第一試合 早島ボーイズ 9:00 朝来ボーイズ 第一試合 美作ボーイズ 9:00 川之江ボーイズ
第二試合 川之江ボーイズ 11:30 朝来ボーイズ 第二試合 広島城南ボーイズ 11:30 川之江ボーイズ
第三試合 川之江ボーイズ 14:00 早島ボーイズ 第三試合 広島城南ボーイズ 14:00 美作ボーイズ

第一試合 八頭ボーイズB 9:00 美作ボーイズ 第一試合 八頭ボーイズB 9:00 松山坊ちゃんボーイズ ※延長戦なし

第二試合 新居浜ボーイズ 11:30 美作ボーイズ 第二試合 瀬戸内ボーイズ 11:30 松山坊ちゃんボーイズ ※試合時間　２時間

第三試合 新居浜ボーイズ 14:00 八頭ボーイズB 第三試合 瀬戸内ボーイズ 14:00 八頭ボーイズB

第一試合 出雲雲太ボーイズ 9:00 瀬戸内ボーイズ 第一試合 出雲雲太ボーイズ 東広島ボーイズ
第二試合 広島北ボーイズ 11:30 瀬戸内ボーイズ 第二試合 金光ボーイズ 11:30 東広島ボーイズ
第三試合 広島北ボーイズ 14:00 出雲雲太ボーイズ 第三試合 金光ボーイズ 14:00 出雲雲太ボーイズ

第一試合 大山ボーイズ 9:00 松山ボーイズ 第一試合 大山ボーイズ 9:00 広島北ボーイズ
第二試合 東広島ボーイズ 11:30 松山ボーイズ 第二試合 早島ボーイズ 11:30 広島北ボーイズ
第三試合 東広島ボーイズ 14:00 大山ボーイズ 第三試合 早島ボーイズ 14:00 大山ボーイズ

負　　け

船岡多目的グランド 八頭郡八頭町坂田409-1 船岡多目的グランド

〈予選順位の決め方〉

③得失点率が大きいチーム

②総失点が小さいチームを上位

①別に定めるポイントが多いチームが上位

八頭郡八頭町坂田409-1

倉吉市湊町５１８

米子市車尾６６３－１

鳥取・八頭

１位

倉吉・米子

２位

どらドラパーク米子市民球場

優勝

米子市車尾６６３－１

倉吉・米子

１位

鳥取・八頭

２位

③１4：０0

倉吉市営野球場倉吉市湊町５１８

倉吉市関金町関金宿１６２０

米子市車尾６６３－１

【5月6日（土）】　リーグ戦 【5月7日（日）】　リーグ戦

鳥取市布勢１４６-１ 鳥取市布勢１４６-１ヤマタスポーツパーク

用瀬町運動公園

ヤマタスポーツパーク

倉吉市営関金野球場

どらドラパーク米子市民球場

倉吉市営野球場

東郷運動公園野球場

東郷運動公園

鳥取市用瀬町古用瀬660-1 鳥取市鳥取県鳥取市吉成3丁目1-5

東伯郡湯梨浜町川上885 東伯郡湯梨浜町川上885

東伯郡湯梨浜町川上885 東伯郡湯梨浜町川上885

東郷運動公園

美保球場

西伯郡南部町能竹３９７－１ 西伯カントリーパーク 引き分け 0

どらドラパーク米子市民球場

倉吉市営関金野球場

勝　ち

倉吉市関金町関金宿１６２０ 勝　　敗 勝ち点

負　け

4

4

-4

コールド勝ち

勝　　ち

①９：００ ②１１：3０

名和総合運動公園野球場 西伯郡大山町名和1247 名和総合運動公園野球場 西伯郡大山町名和1247

上齋原観光スポーツ施設野球場 上齋原観光スポーツ施設野球場 岡山県苫田郡鏡野町上齋原559

西伯カントリーパーク

赤碕総合運動公園野球場 東伯郡琴浦長松谷564‐2 赤碕総合運動公園野球場 東伯郡琴浦長松谷564‐2

西伯郡南部町能竹３９７－１


