
　
２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ５日目 ４日目 ３日目 １日目
5日（日） 6日（月） 7日（火） 8日（水） 8日（水） 7日（火） 6日（月） 4日（土）

第１シード 第２シード

木崎 大谷口
大宮① 浦硬①

浦軟① 荒川A①

大宮① 浦硬【１】

浦軟② 荒川A②

浦軟① 浦硬②

浦軟③ 荒川A③

大宮【1】 川通【1】

城址① 荒川B①

浦軟② 浦硬③

浦硬③ 大宮③

大宮② 浦硬【２】

浦硬② 大宮②

大宮② 大宮③

浦硬① 大宮①
第５シード 第５シード

上大久保 大宮 大宮 慈恩寺

準決勝① 準決勝②

２日目 ９日（木） ９日（木） １日目
第４シード 第３シード

土屋 大宮① 川通① 第二東

城址① 城址①

大宮② 川通①

大宮③ 城址②

大宮③ 川通②

荒川A【1】 城址③

城址②

大宮【2】 川通【2】

城址③ 荒川B②

荒川A【2】 優   勝 木崎 川通③
準優勝 大谷口

川通③ 第３位 第二東 川通③
第３位 土屋

川通③ 第５位 春里 川通②
第５位 上大久保

川通② 第５位 慈恩寺 川通②
第５位 原山

城址② 城址③

川通① 川通①
第５シード 第５シード

原山 春里
14試合15試合16試合 8試合 4試合 3試合

＜会場・審判責任者＞ ５会場 ６会場 ６会場 ３会場 ２会場 １会場
１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 予備日 ＜試合開始の目安（3試合）＞
４（土） ５（日） ６（月） ７（火） ８（水） ９（木） 10（金） ①：第１試合 　９：００～

会場 （予備） ②：第２試合
試合 3 3 2 ③：第３試合
会場 （予備） （予備）
試合 3 ※2 ＜試合開始の目安（2試合）＞
会場 （予備） 【１】：第１試合 １０：００～
試合 3 3 3 3 2 3 【２】：第２試合
会場 （予備） （予備） ※
試合 3 3 3 3 2
会場 （予備） （予備）
試合 3 3 3

(A面） 会場 （予備） （予備） （予備）
試合 3 2

(B面) 会場 （予備） （予備） （予備） （予備）
試合 ※2

(C面) 会場 （予備）
試合

(D面) 会場 （予備）
試合

(E面) 会場
試合

第５シード 同ベスト８

第２シード 同準優勝校

第３シード 同３位（優勝校との敗者）

第４シード 同３位（準優勝校との敗者）

川通球場 隣接する球場で同時に試合が行われる場
合には、９：００開始に合わせる。（例：荒川
総合ＡとＢ、市営浦和硬式と軟式）岩槻城址公園球場

荒川総合Ｇ

第１シード 新人戦優勝校

31 61

市営浦和硬式

市営浦和軟式

市営大宮

東浦和 29 59 三室

日進 30 60 城北

泰平 27 57 大久保

与野南 28 58 土合

大原 25
H２７新人戦結果

55 内谷

栄東 26 56 埼大附属

桜木 23

南浦和 24 54 大宮北

埼玉栄 21 52 大宮南

三橋 22 53 開智

与野西 19 50 植水

西原 20 51 大宮八幡

川通 17 48 片柳

宮前 18 49 桜山

46

大宮・決勝③

１３：３０～

16 47

指扇 13 44 馬宮

白幡 14 45 田島

15

大谷場 11 42 大成

柏陽 12 43 岸

岩槻 9 40 与野東

常盤 10 41 土呂

本太 7 38 大宮東

大谷 8 39 浦和

尾間木 5 36 城南

植竹 6 37 春野

宮原 3 34 八王子

大砂土 4 35 大宮西・浦和実業

平成２８年度　さいたま市中学校総合体育大会　野球　組合せ

６日目
9日（木）

1 32

美園 2 33 七里


