
平成２２年　９月１２日

第７節・第２日終了現在

ルネサスエレク 戸田中央 ﾘｰｸﾞ戦 総合

トロニクス高崎 総合病院 順位 順位

ルネサスエレク ●0－1 ●0－2 ○6－0 ○2－0 ○3－0 ○1－0 ○2－1 ○9－1 ○6－2 ○6－4 ○11－0

トロニクス高崎 ･･ ○4－0 ･･ ○1－0 ･･ ･･ ○8－0 ･･ ●1－3 ･･ ･･

○1－0 ○8－0 ○9－5 ○4－1 ○4－0 ○3－0 ○3－0 ○7－1 ○7－0 ○12－4 ○1－0

○2－0 ○9－4 ･･ ･･ ･･ ○8－2 ○4－1 ･･ ･･ ･･

○2－0 ●0－8 ●0－8 ○3－0 ○3－1 ○5－1 ○6－0 ○18－0 ○5－2 ○6－4 ●0－1

●0－4 ●0－2 ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ○4－0 ○8－0

●0－6 ●5－9 ○8－0 ●3－5 ●4－7 ○7－2 ○11－0 ○8－2 ○1－0 ○5－1 ○4－1

●4－9 ･･ ○6－4 ○4－0 ･･ ･･ ･･ ○6－3 ･･

●0－2 ●1－4 ●0－3 ○5－3 ○6－3 ●0－1 ○2－1 ○3－1 ●0－1 ○11－0 ○9－3

●0－1 ○10－0 ○6－0 ･･ ･･ ･･ ･･ ○3－0

●0－3 ●0－4 ●1－3 ○7－4 ●3－6 ○5－2 ●3－7 ●1－4 ○7－6 ○19－0 ○5－0

●4－6 ●0－10 ･･ ･･ ●7－8 ●3－4 ･･ ･･

●0－1 ●0－3 ●1－5 ●2－7 ○1－0 ●2－5 ○2－1 ○6－2 ○5－1 ○3－1 ○5－1

●0－4 ●0－6 ･･ ●0－1 ●1－5 ･･ ･･

●1－2 ●0－3 ●0－6 ●0－11 ●1－2 ○7－3 ●1－2 ●2－7 ●1－3 ●1－3 ○9－8

●0－8 ●2－8 ･･ ･･ ○2－1 ●1－2

戸田中央 ●1－9 ●1－7 ●0－18 ●2－8 ●1－3 ○4－1 ●2－6 ○7－2 ●1－11 ●0－11 ●7－9

総合病院 ●1－4 ○8－7 ○1－0 ･･ ●4－8 ･･

●2－6 ●0－7 ●2－5 ●0－1 ○1－0 ●6－7 ●1－5 ○3－1 ○11－1 ○1－0 ○4－0

○3－1 ○4－3 ○5－1 ･･ ○3－2

●4－6 ●4－12 ●4－6 ●1－5 ●0－11 ●0－19 ●1－3 ○3－1 ○11－0 ●0－1 ○5－4

●0－4 ●3－6 ●1－2 ○8－4 ･･

●0－11 ●0－1 ○1－0 ●1－4 ●3－9 ●0－5 ●1－5 ●8－9 ○9－7 ●0－4 ●4－5

●0－8 ●0－3 ○2－1 ●2－3

節 開幕節 第１節 第２節 第３節 第４節 第５節 予備節 第６節 第７節 第８節 第９節 第10節 予備節

日程 (4/10～11) (4/24～25) (5/8～9) (5/15～16) (5/22～23) (5/29～30) (6/7～8) (9/4～5) (9/11～12) (10/2～3) (10/9～11) (10/16～17) (10/21～22)

兵庫･尼崎市 佐賀･佐賀市 愛知・刈谷市 広島･福山市 山口･柳井市 愛知･豊田市 岡山･倉敷市 兵庫･豊岡市 大分･大分市 三重･四日市市

愛知･豊田市 岐阜･揖斐川町 静岡･富士市 埼玉県･さいたま市 千葉･習志野市 静岡･伊豆市 岩手･住田町 京都･京都市 愛知･豊橋市 岐阜･岐阜市 神奈川･横浜市 静岡･伊豆市

神奈川･厚木市 栃木･宇都宮市 群馬･前橋市 岩手･金ヶ崎町 富山･高岡市 北海道･函館市 埼玉･本庄市 群馬･高崎市 愛知･刈谷市 山梨・甲府市

上位４チームは１１月６日（土）～７日（日）・京都市わかさスタジアム京都（旧 西京極野球場）で開催される決勝トーナメントに出場する。

１１位チームは１１月３日（水）～４日（木）・静岡県伊豆市で開催される入替戦に出場する（女子リーグ２部２位チームと３回戦）

１２位チームは女子リーグ２部へ降格し、女子リーグ２部１位チームが女子リーグ１部へ昇格する。

開
催
地

埼玉・所沢市
西武ドーム

伊予銀行

シオノギ製薬

Ｈｏｎｄａ

大鵬薬品

☆

☆

☆

☆

☆

3 12☆

京都･京都市
わかさｽﾀｼﾞｱﾑ京都

（11/6～7）

決勝トーナメント

☆

☆

☆

9 6

4 11

4 11

佐川急便 6 9☆

☆

3 12☆

太陽誘電 5 10

9 6

10 5

10 5

トヨタ自動車 15 0

12 3

大鵬薬品
勝
数

敗
数

第４３回日本女子ソフトボールリーグ戦績表

佐川急便 シオノギ製薬 Ｈｏｎｄａ日立ソフトウェア デ ン ソ ー 太陽誘電 伊予銀行

デ ン ソ ー

トヨタ自動車 豊田自動織機

日立ソフトウェア

豊田自動織機


