
伏見少年野球連盟伏見少年野球連盟伏見少年野球連盟伏見少年野球連盟

平成26年6月30日平成26年6月30日平成26年6月30日平成26年6月30日

7/6 横
A-1

7/6 横
A-3

7/6 横
B-1

7/6 横
C-1

7/6 横
C-2

7/6 横
D-2

35

29 ワワワワ リリリリ アアアア ーーーー ズズズズ 亀亀亀亀 岡岡岡岡

32

第３３回伏見選手権大会Aの部第３３回伏見選手権大会Aの部第３３回伏見選手権大会Aの部第３３回伏見選手権大会Aの部

池池池池 田田田田 フフフフ ァァァァ イイイイ タタタタ ーーーー ズズズズ 1 26 待待待待 鳳鳳鳳鳳 ドドドド ララララ ゴゴゴゴ ンンンン ズズズズ

高高高高 雄雄雄雄 レレレレ ッッッッ ドドドド リリリリ ーーーー ブブブブ スススス 2 27 二二二二条条条条城城城城北北北北少少少少年年年年野野野野球球球球部部部部

飛飛飛飛 翔翔翔翔 少少少少 年年年年 野野野野 球球球球 クククク ララララ ブブブブ 3

向向向向 島島島島 シシシシ ャャャャ ーーーー クククク スススス 4

28

9

7

美美美美 濃濃濃濃 山山山山 フフフフ ァァァァ イイイイ ヤヤヤヤ ーーーー ズズズズ 8

城城城城 陽陽陽陽 タタタタ イイイイ ガガガガ ーーーー スススス 6

5

大大大大 淀淀淀淀 ジジジジ ャャャャ ガガガガ ーーーー ズズズズ

旭旭旭旭 ジジジジ ュュュュ ニニニニ アアアア ーーーー ズズズズ
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第２回軟野連伏見支部理事長杯第２回軟野連伏見支部理事長杯第２回軟野連伏見支部理事長杯第２回軟野連伏見支部理事長杯
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グラウンド … 宇（宇治川），横（横大路第１、２），横④（横大路第４），鳥（鳥羽離宮跡），羽（羽束師）
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