
＝＝＝＝＝＝＝ ２０１８年（平成３０年） ＝＝＝＝＝＝＝ 

第２６回 奈良若草大会 エキシビジョン ： 三年生 

 ≪準決勝≫ ｖｓ南都ボーイズ ： １０月８日 ： 【草竹 G】 

  生駒中 １０００４０１｜６ 

  南 都 ０００２２２１｜７ｘ サヨナラ 

   【投―捕】岡野２、水野２、田窪２、●河合 0/3－仲林 

   【安打】勝田３、水野、仲林３、笹西、藤井海、河合 

 

 ≪二回戦≫ ｖｓ生駒ボーイズ ： ９月２２日 ： 【橿原硬式野球場】 

  生駒中 ２０００００３｜５ 

  生 駒 ０００３０００｜３ 

   【投―捕】岡野５、〇水野２－仲林 

   【安打】黒松、仲林２、水野、清水、河合、岡野 【二塁打】北野 

 

第２６回 羽曳野大会 ： ジュニア 

 ≪準決勝≫ ｖｓ明石ボーイズ ： ８月２７日 ： 【グレープヒルスポーツ公園】 

  生駒中 ００２００００｜２ 

  明 石 ０１２１００Ｘ｜４ 

   【投―捕】●上砂３、宇都宮３－笹田、上砂 

   【安打】中村、神崎、笹田 【二塁打】中馬 

 

 ≪準々決勝≫ ｖｓ京田辺ボーイズ ： ８月２６日 ： 【浜寺公園Ｎｏ.１】 

  京田辺 ０２０００  ｜２ 

  生駒中 ４２００３ｘ ｜９  五回コールド 

   【投―捕】〇宇都宮―上砂 

   【安打】中村、茂原２、上砂２、滝、熊田２、神崎 【二塁打】熊田、宇都宮 

 

 ≪二回戦≫ ｖｓ藤井寺ボーイズ ： ８月２６日 ： 【浜寺公園Ｎｏ.１】 

  生駒中 ０２１３０２０｜８ 

  藤井寺 ０１００１１０｜３ 

   【投―捕】〇上砂７－笹田、北森 

   【安打】茂原３、熊田２、笹田、中馬、北森 【二塁打】中馬 【三塁打】茂原、中馬、熊田 

 

奈良県知事杯 第 10 回中学生硬式野球選手権大会 ： レギュラー 

 ≪二回戦≫ ｖｓ御所南都ヤング ： ８月２６日 ： 【佐藤薬品スタジアム】 

  生駒中 ０００００５０｜５ 

  御南都 １００３１１Ｘ｜６ 

   【投―捕】●岡野６－仲林 

   【安打】黒松、北野、山口、藤井海、田窪 【三塁打】勝田 

 

 ≪一回戦≫ ｖｓ宇陀リトルシニア ： ８月２５日 ： 【大和ガス G】 

  生駒中 ３１００００ ｜４ 



  宇陀シ ００１０２０ ｜３  六回時間切れコールド 

   【投―捕】〇田窪６－岡野 

   【安打】黒松、勝田２、山口２、仲林、植田 【二塁打】仲林 

 

第３８回 奈良大会 ： レギュラー 

 ≪準決勝≫ ｖｓ橿原ボーイズ ： ８月１４日 ： 【佐藤薬品スタジアム】 

  生駒中 １００００００｜１ 

  橿 原 ０００００２Ｘ｜２ 

   【投―捕】●岡野６－仲林 

   【安打】勝田、山口２、藤井海２、岡野 【三塁打】黒松 

 

 ≪準々決勝≫ ｖｓ浜田ボーイズ ： ８月１３日 ： 【佐藤薬品スタジアム】 

  生駒中 １００１１００１｜４ 

  浜 田 ００００３０００｜３  延長 8 回 

   【投―捕】河合５、〇水野３－岡野 

   【安打】岡野２、藤井海、仲林、北野、水野２、勝田２、黒松、山口 【二塁打】藤井海 【三塁打】仲林 

 

 ≪三回戦≫ ｖｓ岐阜ボーイズ ： 8 月１３日 ： 【佐藤薬品スタジアム】 

  生駒中 ００２０１００｜３ 

  岐 阜 ０００００００｜０ 

   【投―捕】〇田窪５、岡野２－岡野、仲林 

   【安打】山口２、植田、黒松、勝田 

 

 ≪二回戦≫ ｖｓ大阪柏原ボーイズ ： ８月１２日 ： 【草竹Ｇ】 

  生駒中 ２１０１０２０｜６ 

  大柏原 ０００００２２｜４ 

   【投―捕】〇田窪５、黒松２－岡野 

   【安打】藤井海２、田窪２、勝田２、山口、黒松、岡野、植田 【二塁打】黒松 【本塁打】山口 

 

第３１回 和歌山有田大会 ： レギュラー    ４年ぶり２回目の優勝！ 

 ≪決 勝≫ ｖｓ和歌山田辺ボーイズ ： ７月２１日 ： 【マツゲン球場】 

  和田辺 ０００１０００｜１ 

  生駒中 １００１４０Ｘ｜６ 

   【投―捕】〇河合７－仲林 

   【安打】黒松、山口２、河合２、勝田２、藤井海、北野 【二塁打】黒松 【三塁打】岡野、仲林 

 

 ≪準決勝≫ ｖｓ和歌山御坊ボーイズ ： ７月２１日 ： 【マツゲン球場】 

  生駒中 １００３０１０｜５ 

  和御坊 ０２００１００｜３ 

   【投―捕】〇田窪７―仲林 

   【安打】山口、黒松、勝田２、仲林、北野、水野、田窪２ 【二塁打】勝田、北野 

 



 ≪準々決勝≫ ｖｓ京都宇治ボーイズ ： ７月１５日 ： 【岡田スポーツ広場】 

  生駒中 ００００５６ ｜11 

  京宇治 ０００４２０ ｜６  時間切れ六回コールド 

   【投―捕】〇田窪５、河合１－仲林 

   【安打】黒松２、岡野２、水野、藤井海２ 【二塁打】黒松、藤井海、山口 【本塁打】山口、仲林 

 

 ≪二回戦≫ ｖｓ和歌山北ボーイズ ： ７月１５日 ： 【岡田スポーツ広場】 

  生駒中 ２２８１   ｜13 

  和歌北 １００１   ｜２  四回コールド 

   【投―捕】〇河合２、清水２－仲林 

   【安打】山口２、植田２、河合、黒松２、勝田２、水野、北野 【二塁打】黒松２、藤井海、北野 【三塁打】藤井海 

 

第２４回 豊中大会 ： ルーキー 

 ≪準々決勝≫ ｖｓ大阪東ボーイズ ： ７月１６日 ： 【矢倉Ｇ】 

  大阪東 ０００１００｜１ 

  生駒中 ００１０００｜１  引き分け 抽選負け 

   【投―捕】吉田６－小田 

   【安打】中馬２、山中、星山 

 

 ≪三回戦≫ ｖｓ滋賀野洲・湖北合同ボーイズ ： ７月１６日 ： 【矢倉 G】 

  野北合 ００００００｜０ 

  生駒中 ２０１００Ｘ｜３ 

   【投―捕】〇星山４、中馬２－小田 

   【安打】中馬２、滝２、長谷川 

 

 ≪二回戦≫ ｖｓ淀川ボーイズ ： ７月１５日 ： 【淀川ボーイズ G】 

  淀 川 ００００００｜０ 

  生駒中 １１０１１Ｘ｜４ 

   【投ー捕】〇星山５、中馬１－小田 

   【安打】築山、長谷川、小田 【二塁打】星山 【三塁打】中馬 

 

第４９回 選手権大会奈良県支部予選 ： レギュラー 

 ≪一回戦≫ ｖｓ南都ボーイズ ： ６月１０日 ： 【佐藤薬品スタジアム】 

  生駒中 １０１００００｜２ 

  南 都 ２０２００４Ｘ｜８ 

  【投―捕】●田窪６－岡野 

  【安打】黒松、藤井海、岡野２、仲林、勝田、田窪 【二塁打】山口 【三塁打】山口 

 

第１０回 関西さわやか大会 ： ルーキー 

 ≪二回戦≫ ｖｓ奈良ボーイズ ： ５月２６日 ： 【佐藤薬品スタジアム】 

  奈 良 ００１１１０｜３ 

  生駒中 ０００００１｜１ 



   【投―捕】●星山５、吉田１－小田 

   【安打】長谷川、築山 

 

 ≪一回戦≫ ｖｓ関西女子 ： ５月２０日 ： 【佐藤薬品スタジアム】 

  生駒中 ０００２０１｜３ 

  関西女 ０００００２｜２ 

   【投―捕】〇星山６－小田 

   【安打】築山、髙木、星山、小田２、吉田、松本 【二塁打】中馬 

 

第２１回 大和川大会（ジュニアの部） ： ジュニア 

 ≪二回戦≫ ｖｓ生駒ボーイズ ： ５月１９日 ： 【津堂 G】 

  生 駒 １３１２11  ｜18 

  生駒中 ０１０００   ｜１  五回コールド 

   【投―捕】●茂原４、笹田 0/3、矢野郎 1/3、高尾 2/3－上砂 

   【安打】北森、茂原 【二塁打】熊田 

 

 ≪一回戦≫ ｖｓ東大阪布施ボーイズ ： ５月１９日 ： 【津堂Ｇ】 

  生駒中 ０１０３０５ ｜９ 

  布 施 ００００００ ｜０  六回コールド 

   【投ー捕】〇高尾５、矢野郎１－上砂 

   【安打】茂原、神崎３、高尾、宇都宮、北森２ 【二塁打】熊田、宇都宮 

 

第２１回 大和川大会（中学生の部） ： レギュラー 

 ≪準々決勝≫ ｖｓ京都南山城ボーイズ ： ５月２６日 ： 【吉原球場】 

  生駒中 ０００２００００ ｜２ 

  南山城 ００１００１０２ⅹ｜４  延長８回 サヨナラ 

   【投―捕】田窪７、●水野 0/3－岡野 

   【安打】藤井海、水野２、田窪２、植田 

 

 ≪三回戦≫ ｖｓ東堺ボーイズ ： ５月１９日 ： 【グレープヒルスポーツ公園】 

  生駒中 ３００１０１０｜５ 

  東 堺 ０１００００２｜３ 

   【投―捕】岡野２、〇水野５－山口、岡野 

   【安打】悪寒、藤井海、水野、山口 【三塁打】山口、笹西 

 

 ≪二回戦≫ ｖｓ八尾中央ボーイズ ： ５月１９日 ： 【グレープヒルスポーツ公園】 

  生駒中 ０１００３００｜４ 

  八尾中 １００００００｜１ 

   【投―捕】〇田窪７－岡野 

   【安打】藤井海、黒松、勝田 【本塁打】山口 

 

 ≪一回戦≫ ｖｓ大阪堺ボーイズ ： ５月１２日 ： 【あべのボーイズ G】 



  生駒中 ４０１００００｜５ 

  大阪堺 １１０００００｜２ 

   【投―捕】〇田窪７－岡野 

   【安打】山口２、北野、田窪、笹西、水野、河合 

 

第２１回 大和川大会（中学１年の部） ： ルーキー 

 ≪一回戦≫ ｖｓ関西女子 ： ５月６日 ： 【津堂 G】 

  生駒中 ００００００｜０ 

  関西女 ００２００Ｘ｜２ 

   【投―捕】●星山４、吉田１－小田 

   【安打】築山、髙木、山中、小田２ 

 

第２６回 さつき栗東大会 ： ジュニア    ※５月３日は前日までの雨天によりグランド不良のため中止 

 ≪２試合目≫ ｖｓ東海中央ボーイズ A ： 5 月４日 ： 【愛知川グランドＢ】 

  東海中 １５１４００ ｜11 

  生駒中 １１００３１ ｜６  六回時間切れコールド 

   【投―捕】●茂原１ 2/3、笹田 2/3、星山１、吉田 2/3、矢野郎２－上砂 

   【安打】茂原２、熊田、中馬２、築山、北森、上砂、矢野郎、滝 【二塁打】北森 

 

 ≪１試合目≫ ｖｓ滋賀南郷ボーイズ ： ５月４日 ： 【愛知川グランドＢ】 

  南 郷 ０１１２４０ ｜８ 

  生駒中 ０１００２６ｘ｜９  サヨナラ 六回時間切れコールド 

   【投―捕】高尾３ 2/3、矢野郎１、〇笹田１ 1/3―上砂 

   【安打】茂原、藤井空、北森、中村２、上砂、笹田、築山、中馬 【二塁打】宇都宮、笹田、熊田２ 

 

第３２回 綾部大会 ： レギュラー  初優勝 

 ≪決勝≫ ｖｓ滋賀野洲ボーイズ ： ５月４日 ： 【あやべ球場】 

  生駒中 ０１０００２２｜５ 

  野 洲 ０００１０３０｜４ 

   【投―捕】田窪３、〇岡野４－岡野、山口 

   【安打】黒松２、岡野、藤井海２、仲林、山口、北野 【二塁打】藤井海 

 

≪準決勝≫ ｖｓ綾部ボーイズ ： ５月４日 ： 【あやべ球場】 

  生駒中 １８０００００｜９ 

  綾 部 ００００３００｜３ 

   【投―捕】岡野２、〇水野５－仲林 

   【安打】岡野２、水野、植田、北野、黒松、勝田、仲林、藤井海 

 

 ≪二回戦≫ ｖｓ京都嵯峨野ボーイズ ： ５月３日 ： 【西部グラウンド】 

  生駒中 ０００２０１１｜４ 

  嵯峨野 ０１１０００１｜３ 

   【投―捕】〇田窪７－岡野 



   【安打】岡野２、山口、田窪、黒松 【三塁打】山口２ 

 

 ≪一回戦≫ ｖｓ京丹後ボーイズ ： ５月３日 ： 【西部グラウンド】 

  生駒中 ００３２０２ ｜７ 

  京丹後 ００００００ ｜０  六回コールド 

   【投―捕】〇水野５、河合１－岡野 

   【安打】山口、勝田３、仲林、水野、北野、藤井海 【二塁打】山口 【三塁打】仲林 【本塁打】黒松 

 

第１４回 兵庫のじぎく大会 ： レギュラー 

 ≪二回戦≫ ｖｓ播磨ボーイズ ： ４月２１日 ： 【淡路佐野第２球場】 

  生駒中 ００３０１００｜４ 

  播 磨 ００００５１Ｘ｜６ 

   【投―捕】●田窪５、河合１－岡野 

   【安打】黒松 【二塁打】黒松、仲林 

 

第９回 古都大会 ： ジュニア 

 ≪二回戦≫ ｖｓ藤井寺ボーイズ ： ３月２４日 ： 【佐藤薬品スタジアム】 

  生駒中 ００００   ｜０ 

  藤井寺 ００10Ｘ  ｜10  四回コールド 

   【投―捕】●高尾２ 2/3、笹田 1/3－上砂 

   【安打】熊田 

 

≪一回戦≫ ｖｓ京丹後・舞鶴合同ボーイズ ： ３月１７日 ： 【横大路Ｇ】 

  丹舞合 ００００００１｜１ 

  生駒中 ００１３００X｜４ 

   【投―捕】〇高尾６、矢野郎１－上砂 

   【安打】高尾、神崎２、上砂 【二塁打】神崎、中谷、中山、笹田 

 

＝＝＝＝＝＝＝ ２０１７年（平成２９年） ＝＝＝＝＝＝＝ 

第４８回 春季大会奈良県支部予選 ： レギュラー 

 ≪一回戦≫ ｖｓ大和ボーイズ ： １２月３日 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  大 和 ０００００１Ｘ｜１ 

   【投―捕】●岡野京６－中林 

   【安打】岡野京２、勝田２ 

 

■第１０回記念 京都南山城ボーイズ一年生大会 ： ジュニア 

 《一回戦》 ｖｓ東大阪北ボーイズ ： １１月１９日 

  生駒中 １００００００｜１ 

  東大北 ０００２００X｜２ 

   【投―捕】●高尾６－上砂 

   【安打】中谷亮２、北森２、神崎 【二塁打】神崎 



 

■第１７回 奈良万葉大会 ： レギュラー 

 《二回戦》 ｖｓ京都嵐山ボーイズ ： １１月５日 

   京嵐山 ００００４００｜４ 

   生駒中 ００００３００｜３ 

    【投―捕】岡野京３、●水野１ 2/3、田窪１ 1/3―仲林 

    【安打】岡野京、田窪、仲林 【二塁打】仲林、黒松 【三塁打】黒松 

 

 《一回戦》 ｖｓ泉州ボーイズ ： １１月４日 

   泉 州 ０００００００｜０ 

   生駒中 ００００１１Ｘ｜２ 

    【投―捕】〇岡野京７―仲林 

    【安打】岡野京、黒松 【二塁打】黒松、勝田 【本塁打】仲林 

 

■第８回 兵庫１年生大会 ： ジュニア 

 《二回戦》 ｖｓ神戸ボーイズ ： １１月３日 

   神 戸 ０１１０１４ ｜７ 

   生駒中 ００００００ ｜０  六回コールド 

    【投―捕】●清水３、矢野２ 1/3、上砂 2/3－上砂、北森 

    【二塁打】神崎 

 

 《一回戦》 ｖｓ兵庫神戸ボーイズ ： １１月３日 

   生駒中 ６００００００｜６ 

   兵神戸 ０００１０００｜１ 

    【投―捕】〇高尾７－北森 

    【安打】神崎２、中谷亮、北森３、清水、高尾 【二塁打】神崎 

 

■第１３回 大阪阪南１年生親善大会 ： ジュニア 

 《二回戦》 ｖｓ堺中央ボーイズ ： １０月８日 

   生駒中 １００４００｜５ 

   堺中央 ４０００５Ｘ｜９ 

    【投―捕】笹田 0/3、●高尾５－北森 

    【安打】熊田２、高尾２、神崎 

 

■第４７回 関西秋季大会 奈良県支部予選 ： レギュラー 

 《二回戦》 ｖｓ宇陀ボーイズ ： ９月３０日 

   宇 陀 ０００００１４｜５ 

   生駒中 ０００１０２０｜３ 

    【投―捕】●田窪６ 0/3、水野１－仲林 

    【安打】仲林、山口瑛、黒松 【二塁打】仲林、山口瑛、藤井海 

 

 《一回戦》 ｖｓ葛城ボーイズ ： ９月２３日 



   生駒中 １０００１００｜２ 

   葛 城 ０００００００｜０ 

    【投―捕】〇田窪７－仲林 ※田窪投手、ＭＢＣ史上三人目の無安打無得点試合達成！ 

    【安打】藤井海、岡野京、植田夏、田窪、北野 【二塁打】山口瑛、黒松、藤井海 

 

■第２５回 奈良若草大会 ： レギュラー 

《三回戦》 ｖｓ奈良葛城ボーイズ ： ９月３日 

  生駒中 ００３００００｜３ 

  奈葛城 ２０００２０Ｘ｜４ 

   【投―捕】●水野６－仲林 

   【安打】山口瑛、仲林、黒松、勝田 【二塁打】藤井海 

 

《二回戦》 ｖｓ住吉ボーイズ ： ９月２日 

  生駒中 ００００４１１｜６ 

  住 吉 ０００１０００｜１ 

   【投ー捕】〇田窪７－仲林 

   【安打】水野、植田夏、田窪２、矢野太、黒松、仲林 【三塁打】勝田 【本塁打】仲林 


