
大会日程 ①日目 ②日目 ③日目 ④日目 ⑤日目 ⑥日目 ⑦日目 ⑧日目 予備 ⑩日目 大会日程 ⑪日目 ⑫日目
日　時 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/19 7/21 日　時 7/23 7/25

曜　日 土 日 月 火 水 木 金 土 月 水 曜　日 金 日

県　　2 県　　3 県　　2 予 県　　3 予 県　　2 県　　2 県　　2 県　　2 試合数 県　　2 県　　1

丸　　3 丸　　3 予 丸　　2 予 丸　　2 予 丸　　2 丸　　2 丸　　2 丸　　0 丸　　0

細川会長 細川会長

塩崎副会長 塩崎副会長

溝渕副会長 溝渕副会長

福井理事長 総務（高） 総務（高） 総務（高） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 総務（高） 総務（高） 総務（高） 総務（高） 総務（高） 福井理事長 総務（高） 総務

小谷副理事長 総務（高） 総務（高） 総務（高） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 総務（高） 記・掲(高) 総務（高） 総務（高） 総務（高） 小谷副理事長 総務（高） 総務

三好智副理事長 総務（丸） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 三好智副理事長 総務（高） 総務

亀井副理事長 総務（丸） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 総務（丸） 総務（高） 総務（丸） 亀井副理事長 総務（高） 総務

宮田 0 進・受(高) 入・検(高) 0 入・検(高) 0 0 記・掲(高) 0 0 0 宮田 入・検 駐車場

高木 0 記・掲(高) 記・掲(高) 0 0 0 進・受(高) 進・受(高) 0 0 記・掲(高) 高木 入・検 駐車場

池内 0 記・掲(高) 記・掲(高) 0 記・掲(高) 0 0 記・掲(高) 記・掲(高) 0 記・掲(高) 池内 駐車場 記・掲

柳生 進・受(高) 0 入・検(高) 0 進・受(高) 0 入・検(高) 0 進・受(高) 0 入・検(高) 柳生 入・検 0

三好明 記・掲(丸) 0 記・掲(高) 0 記・掲(高) 記・掲(丸) 記・掲(高) 0 記・掲(丸) 0 入・検(高) 三好明 入・検 0

宮武 記・掲(丸) 記・掲(丸) 0 記・掲(丸) 0 記・掲(丸) 0 記・掲(丸) 記・掲(丸) 記・掲(高) 記・掲(丸) 宮武 駐車場 記・掲

三塚 記・掲(高) 0 記・掲(高) 0 0 0 記・掲(高) 記・掲(高) 入・検(丸) 0 記・掲(丸) 三塚 記・掲 入・検

穴吹 入・検(高) 0 進・受(高) 0 0 入・検(丸) 0 入・検(高) 入・検(高) 0 進・受(高) 穴吹 駐車場 入・検

清水共 入・検(丸) 進・受(丸) 0 0 0 0 0 入・検(丸) 入・検(丸) 入・検(高) 進・受(丸) 清水共 駐車場 進・受

室伏 進・受(丸) 入・検(丸) 0 進・受(丸) 0 0 0 進・受(丸) 進・受(丸) 入・検(高) 入・検(丸) 室伏 進・受 駐車場

津田 津田 高松東 三木 津田 三木 高松工芸 津田 津田 津田

(山口) (山口) (鈴木) （小林） (山口) （小林） （寺村） (山口) (山口) (山口)

高松西 高松東 高松西 高松東 高松東 高松東 高松東

（松家） (鈴木) （松家） (鈴木) (鈴木) (鈴木) (鈴木)

飯山 高松工芸 高松工芸 飯山 高松工芸 善通寺一 観音寺一 坂出 石田

（搆口優） （寺村） （寺村） （搆口優） （寺村） （佐熊） （白川） （原岡） （犬伏）

善通寺一 飯山 善通寺一 善通寺一 飯山 高松工芸 小豆島中央

（佐熊） （搆口優） （佐熊） （佐熊） （搆口優） （寺村） （山本）

観音寺一 観音寺一 高松南 藤井寒川

（白川） （白川） （多木） （高谷）

石田 藤井寒川 高松 高松中央 石田 小豆島中央 石田 坂出商 高松桜井 高松

（犬伏） （宮川） （長谷川） （長谷川） （犬伏） （山本） （犬伏） （田中） （岡田） （石田）

丸亀 高瀬 坂出

（松田） （清水和） （多田）

藤井寒川 小豆島中央 小豆島中央 小豆島中央 藤井寒川 津田 藤井寒川 小豆島中央 高専高松 大手前丸亀 多度津

（宮川） （山本） （山本） （山本） （宮川） (山口) （宮川） （山本） （立川） （高倉） （小野紳）

高松東 三木 石田 津田 高松 石田 高松 飯山 高松桜井 石田 三木

(鈴木) （小林） （犬伏） (山口) （石田） （犬伏） （石田） （搆口優） （岡田） （犬伏） （小林）

高松南 高専高松 三木 石田 高専高松 三木 高松中央 藤井 香川中央 高松工芸 高松東

（多木） （立川） （小林） （犬伏） （立川） （小林） （長谷川） （鈴木） （藤澤宗） （海山） (鈴木)

高松桜井 高松南 高専高松 藤井寒川 高松中央 高松 香川中央 多度津 坂出商 高松西 高松中央

（岡田） （多木） （立川） （宮川） （長谷川） （石田） （藤澤宗） （射濵） （田中） （松家） （長谷川）

香川中央 高松西 高松中央 高松 高松南 高専高松 坂出 観音寺総合 高松西 坂出商 高松桜井

（藤澤宗） （松家） （長谷川） （石田） （多木） （立川） （原岡） （智下） （松家） （田中） （樫原）

高松桜井 坂出商 香川中央 高松桜井 高松南 坂出商 高瀬 坂出 丸亀 香川中央

（岡田） （田中） （藤澤宗） （岡田） （多木） （田中） （清水和） （原岡） （石川） （藤澤宗）

高松西 坂出工 大手前丸亀 坂出工 多度津 坂出商

（松家） （林） （高倉） （林） （射濵） （田中）

高松桜井 琴平 笠田 丸亀

（岡田） （増田） （谷） （石川）

丸亀 笠田 観音寺一 琴平

（石川） （谷） （白川） （増田）

高松工芸 坂出工 坂出商 坂出商 坂出 飯山 藤井 観音寺総合 笠田

（三好） （林） （田中） （田中） （原岡） （搆口優） （鈴木） （智下） （谷）

坂出 琴平 藤井 坂出工 坂出工 藤井 丸亀 観音寺一

（原岡） （増田） （鈴木） （林） （林） （鈴木） （宮武） （白川）

坂出工 多度津 丸亀 藤井 琴平 丸亀 琴平 香川誠陵

（林） （居濱） （石川） （鈴木） （増田） （宮武） （増田） (是澤)

藤井 高瀬 多度津 琴平 高瀬 多度津 多度津

（鈴木） （清水和） （小野紳） （増田） （清水和） （門田） （小野紳）

丸亀 観音寺総合 高瀬 多度津 観音寺一 観音寺一 高瀬

（宮武） （智下） （清水和） （小野紳） （白川） （白川） （清水和）

多度津 農業経営 笠田 笠田 観音寺総合 高瀬 笠田

（小野紳） (谷本) （谷） （谷） （智下） （清水和） （土井）

笠田 香川誠陵 観音寺総合 農業経営 観音寺総合 観音寺総合

（谷） (是澤) （智下） (谷本) （智下） （智下）

農業経営 大手前丸亀 香川誠陵

(谷本) （高倉） (是澤)

大手前丸亀

（高倉）

整理券
入場券
入場口
検温係
駐車場
(ﾚｸｻﾞﾑ）

試合数

進　行
受　付
(ﾚｸｻﾞﾑ）

整理券
入場券
入場口
検温係

進　行
受　付
(丸亀）

記　録
掲　示
（丸亀）

駐車場

第103回全国高等学校野球選手権香川大会　役割担当(7月23日改訂)

記　録
掲　示

進　行
受　付

記　録
掲　示
(ﾚｸｻﾞﾑ）

整理券
入場券
入場口
検温係
駐車場
(丸亀）

⑨日目
7/18

日

県　　2

丸　　2

試合開始予定時刻の1時間半前集合です。ただし、初日と決勝は2時間前集合です。
試合がある場合、チーム優先で構いません。試合当日までに連絡してください。


