
実施日 ７月２日（土）

グラウンド
12:00
12:30
13:00 福工大城東 ― 香椎
13:30 福工大城東 ― 輝翔館
14:00 香椎 ― 輝翔館
14:30

実施日 ７月３日（日）

グラウンド
10:00
10:30
11:00

実施日 ７月９日（土）

グラウンド
12:30 東福岡 ― 八女工業
13:00 東福岡 ― 香椎工業
13:30 八女工業 ― 自由ヶ丘
14:00 香椎工業 ― 自由ヶ丘
14:30
15:00
15:30
16:00
13:30
14:00

実施日 ７月１０日（日）

グラウンド
13:00 明治学園 ― 中間
13:30 自由ヶ丘 ― 中間
14:00 門司学園 ― 輝翔館
14:30 明治学園 ― 自由ヶ丘
15:00 小倉工業 ― 輝翔館
15:30 門司学園 ― 小倉工業
16:00
16:30

とびうめリーグ実施予定表（平成23年７月）

※グラウンド等の調整がつかず、実施することができません。

デビジョン３

東福岡高校Ｇ

デビジョン２

デビジョン１ デビジョン２

デビジョン２・３

※グラウンド等の調整がつかず、実施することができません。

デビジョン３
福岡大学Ｇ

デビジョン１・２

中間高校G

デビジョン１ デビジョン２

デビジョン３

未定 中間高校G
デビジョン１

東福岡高校Ｇ

デビジョン３



実施日 ７月１６日（土）

グラウンド
11:00 香椎 ― 福岡工業
11:30 東福岡 ― 福工大城東
12:00 東福岡 ― 香椎
12:30 福工大城東 ― 福岡工業
13:00
13:30 中村三陽 ― 中間
14:00 中間 ― 早良・西陵
14:30 中村三陽 ― 筑紫台
15:00 小郡 ― 早良・西陵
15:30 小郡 ― 筑紫台
16:00

実施日 ７月１７日（日）

グラウンド
10:00 光陵 ― 香椎
10:30 中村三陽 ― 小倉工業
11:00 中村三陽 ― 香椎
11:30 光陵 ― 小倉工業
12:00
12:30
13:00 福岡ユース ― 早良・西陵
13:30 八女工業 ― 自由ヶ丘
14:00 福岡ユース ― 自由ヶ丘
14:30 八女工業 ― 早良・西陵
15:00

実施日 ７月２３日（土）

グラウンド

10:00 筑紫台 ― 福工大城東
10:30 筑紫台 ― 八女工業 中間 ― 早良・西陵
11:00 宮古（沖縄） ― 福工大城東 門司大翔館 ― 自由ヶ丘
11:30 宮古（沖縄） ― 八女工業 久留米 ― 中間
12:00 門司大翔館 ― 早良・西陵
12:30 香椎工業 ― 柏陵 久留米 ― 自由ヶ丘
13:00 中村三陽 ― 柏陵
13:30 香椎工業 ― 光陵
14:00 中村三陽 ― 光陵
14:30

実施日 ７月２４日（日）

グラウンド
10:00 新宮 ― 香椎 福岡ユース ― 久留米
10:30 門司学園 ― 八女工業 門司大翔館 ― 中村三陽
11:00 新宮 ― 柏陵 福岡ユース ― 中間
11:30 香椎 ― 八女工業 久留米 ― 門司大翔館
12:00 柏陵 ― 門司学園 中村三陽 ― 中間
12:30

デビジョン１・２ デビジョン２・３
新宮高校G ｺｶｺｰﾗさわやかG

デビジョン１ デビジョン２ デビジョン３
ｺｶｺｰﾗさわやかG ｺｶｺｰﾗさわやかG 中間高校G

デビジョン１ デビジョン１・２ デビジョン３
光陵高校G ｺｶｺｰﾗさわやかG

デビジョン１ デビジョン２・３ デビジョン３
東福岡高校G 中村三陽高校G



実施日 ７月２９日（金）

グラウンド

実施日 ７月３０日（土）

グラウンド
10:00 福工大城東 ― 筑紫台 久留米 ― 八女工業
10:30 福工大城東 ― 柏陵 久留米 ― 香椎工業
11:00 柏陵 ― 筑紫台 八女工業 ― 香椎工業
11:30

14:30
15:00 光陵 ― 中村三陽
15:30 中間 ― 小郡
16:00 光陵 ― 小郡
16:30 中間 ― 中村三陽

実施日 ７月３１日（日）

グラウンド
9:30 八女工業 ― 筑紫台

10:00 小倉 ― 八女工業 久留米 ― 早良・西陵
10:30 小倉 ― 筑紫台 自由ヶ丘 ― 早良・西陵
11:00 門司学園 ― 輝翔館 久留米 ― 自由ヶ丘
11:30 小倉 ― 輝翔館
12:00 小倉 ― 門司学園
12:30
13:00

筑紫台高校Ｇ 久留米高校Ｇ

福工大城東Ｇ 光陵高校Ｇ 久留米高校Ｇ

デビジョン１・２ デビジョン２・３

デビジョン１・２ デビジョン２・３ デビジョン２・３

デビジョン１ デビジョン２ デビジョン３
未定 未定 未定


