
　 　

68 　 　

65 佐野 佐野市運動公園野球場 栃木県佐野市赤見町2130-2

66 　 　

67 　 　

62 郡山中央B 郡山ちゅうおうボーイズグランド(グラントマト) 福島県須賀川市岩渕字前原南108-2

63 西毛総合 西毛総合運動公園野球場 群馬県安中市中宿283-4

64 横堀 渋川市横堀運動広場野球場 群馬県渋川市横堀1566番地150

59 学法石川 学法石川高校グランド 石川郡石川町大室502番地

60 茅野市営 茅野市運動公園野球場 茅野市玉川500番地

61 武蔵狭山B 武蔵狭山ボーイズグランド 埼玉県日高市大字旭ヶ丘８００番地 付近

56 東村山B 東村山中央ボーイズグランド 埼玉県日高市大字旭ヶ丘８００番地 付近

57 牡丹台 牡丹台球場 福島県須賀川市牡丹園19

58 本庄 本庄総合公園市民球場 埼玉県本庄市大字北堀４３３番地

53 都市大 東京都市大学付属ボーイズグランド 東京都世田谷区鎌田1-16-1

54 長柄 長柄町営野球場 千葉県長生郡長柄町皿木１５１－２

55 学館船橋 東京学館船橋高校グランド 千葉県船橋市豊富町577番地

抽選会：３月15日（日）TKP市ヶ谷カンファレンスホール 7F　14:00～

# 2

 4/25③# 3

 4/25①# 1

1

 4/25②

# 2

住所

福島県西白河郡泉崎村泉崎字下陣場1

白河市大信総合運動公園 大信球場 福島県白河市大信上新城字原畑地内

泉崎村さつき公園野球場

#

25

 4/25① #

 4/26② # 2

24

ver. 2014/03/14

試合会場一覧

泉崎

大信

no 略称

東京青梅ボーイズ

千葉

荒川・船橋合同ボーイズ

流山ボーイズ

19 埼玉 富士見ボーイズ

東京都西20

 4/26② # 2

3

3

東京小平ボーイズ 東京都西 5 18

東京東･千葉

15

 4/26① # 1

千葉

#

③3神奈川 7

坂戸中央ボーイズ 埼玉 6

埼玉 日高ボーイズ
①

勝呂ボーイズ 埼玉 2

4 17 東京都西 東京世田谷ボーイズ相模ボーイズ 神奈川
 4/25② # 2

① 1

群馬

　　第１８回 関東ボーイズリーグ大会(小学生の部)組合せ

たまプラーザ・横須賀合同ボーイズ信濃大町ボーイズ 長野 1 14 神奈川

 4/25① # 1

 4/26①# 1

群馬 県央高崎ボーイズ

桐生ボーイズ 16

1

① 1

埼玉上尾ボーイズ

東北栃木連合ボーイズ 東北･栃木 9

8

 4/26②#

東京都東

都筑中央ボーイズ

 4/26②

松戸ボーイズ

高崎ボーイズ 群馬 11

埼玉 13

千葉
 4/26① #

東京足立ボーイズ

埼玉 深谷ボーイズ

埼玉川越ボーイズ 埼玉 10 22 埼玉

# 2

東京江戸川ボーイズ 東京都東 12

 4/25②

1

21

2

23 北総ボーイズ

毛呂山ボーイズ

1

決勝戦

①

③

②2

 4/26①

1

 4/25①

1

2

会場名

 4/25②

2

3 塩原 塩原運動公園スタジアム

# 1

栃木県那須塩原市中塩原1108-2

4 関谷南 関谷南運動公園スタジアム 栃木県那須塩原市下田野420-1

5 県営Ｃ 栃木県総合運動公園軟式野球場Ｃ(Ｃ球場) 栃木県宇都宮市西川田4-1-1

6 南那須 南那須緑地運動公園スタジアム 栃木県那須烏山市藤田1181-85

7 小山 小山市運動公園野球場 栃木県小山市大字向野187

8 鹿沼 鹿沼市鹿沼運動公園野球場 栃木県鹿沼市旭が丘3164-1 鹿沼運動公園内

9 富博 富博記念球場 群馬県藤岡市三本木530高崎市吉井町多胡上信越道吉井ＩＣ周辺

10 神流川 神流川グランド 群馬県藤岡市上戸塚844-1

11 横堀 渋川市横堀運動広場野球場 群馬県渋川市横堀1566番地150

12 産業人 前橋産業人スポーツセンター野球場 群馬県前橋市東片貝町417-4

13 伊勢崎 伊勢崎市野球場 鈴木惣太郎記念球場 群馬県伊勢崎市堤西町41番地

14 藤岡 藤岡総合運動公園　市民球場 群馬県藤岡市三本木530

15 筑北村 筑北村やすらぎスポーツ広場野球場 長野県東筑摩郡筑北村坂北5595

16 諏訪清水 諏訪市清水町野球場（旧国立球場) 長野県諏訪市清水3-3619-5

17 ひたちなか ひたちなか市民球場 茨城県ひたちなか市新光町49番

18 常総 常総運動公園 野球場 茨城県守谷市野木崎4700

19 筑西 筑西田宮グランド 茨城県筑西市藤ヶ谷字赤坂799-1 （日本薬品工場内）

20 つくばB つくば学園ボーイズグランド 茨城県つくば市上郷2494-3(旧茨城県立上郷高校)

21 神栖 神栖海浜運動公園野球場 茨城県神栖市南浜1-3

22 日高B 日高ボーイズグランド 埼玉県日高市大字旭が丘800番地 付近

23 所沢B 所沢ボーイズグランド 埼玉県日高市大字旭ヶ丘800番地 付近

24 坂戸B 坂戸ボーイズグランド 埼玉県日高市大字旭ヶ丘800番地 付近

25 春日部B 春日部ボーイズグランド 埼玉県春日部市上大増新田10-1

26 本庄B 本庄ボーイズグランド（本庄北高校グランド） 　

27 川越B 川越ボーイズグランド（川越市安比奈グラウンド） 埼玉県川越市大字安比奈新田字下屋舗附140-1地先

28 日高B(ア) 日高ボーイズグランド(小) 埼玉県日高市大字旭が丘800番地 付近

29 大野 帝京科学大学大野グランド 山梨県上野原市大野2125

30 北杜B 北杜ボーイズ長坂グランド（旧峡北高校グランド） 山梨県北杜市長坂町日野244

31 習志野B 習志野ボーイズグランド 千葉県八千代市保品字蕨谷 （東京成徳大学前）

32 柏B 柏ボーイズグランド 　

33 柏の葉 県立柏の葉公園野球場 千葉県柏市柏の葉四丁目1番地（柏の葉公園内）

34 綾瀬２ 綾瀬スポーツ公園第２野球場 神奈川県綾瀬市本蓼川345

35 綾瀬１ 綾瀬スポーツ公園第１野球場 神奈川県綾瀬市本蓼川345

36 倉見 湘南ボーイズ倉見グランド 神奈川県高座郡寒川町4059-1

37 通信隊 米軍深谷通信隊グランド 神奈川県横浜市泉区和泉町7910

38 横浜南B 横浜南ボーイズ市原グランド 千葉県市原市深城315

39 三菱 三菱重工健康保険組合金沢総合グラウンド 神奈川県横浜市金沢区福浦3-1

40 戸田橋 荒川戸田橋緑地 戸田硬軟兼用野球場 東京都板橋区新河岸1-25先､舟渡3-20先

41 志村B 志村ボーイズグランド 東京都板橋区新河岸2-24-17付近 河川敷

42 葛飾B 東京葛飾ボーイズグランド 埼玉県三郷市東町284-1付近 江戸川河川敷入口

43 夢の島 夢の島野球場（夢の島総合運動場） 東京都江東区夢の島1-1-1

44 江戸川 江戸川区球場 東京都江戸川区西葛西7丁目2-1

45 関東村 府中関東村野球場 東京都府中市朝日町３丁目７番地付近

46 駒沢 駒沢オリンピック公園総合運動場硬式野球場 東京都世田谷区駒沢公園1-1

47 小串 東京精密管 小串TGボールパーク 群馬県高崎市吉井町小串1000 東京精密管　小串工場内

48 西武 西武プリンスドーム 埼玉県所沢市上山口2135

49 一本杉 一本杉球場  

69 　 　

50 多摩川 旧読売巨人軍グランド

51 日揮 平塚日揮グランド

52 牛久 流経経済大学 牛久グランド

 

 

 

（ボーイズリーグ ２０１5年度 スローガン）

“努力を忘れずあしたへジャンプ”


