
＝＝＝＝ ２０１８年 ＝＝＝＝ 

■８月１８日 ： 奈良葛城ボーイズ ： 【奈良葛城ＪＦＫＧ】 

 １試合目（ルーキー） 

  奈葛城 ００００００｜０ 

  生駒中 ０１０１３Ｘ｜５ 

   【投―捕】〇星山６－小田 

   【安打】滝、藤井翔、小田、吉田、星山 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  奈葛城 ０００１０ ｜１ 

  生駒中 １４４０Ｘ ｜９  五回コールド 

   【投―捕】〇吉田５－小田 

   【安打】滝２、藤井翔、松本、吉田２、長谷川、小田 【三塁打】中馬 【本塁打】中馬 

 

■８月５日 ： 河内長野ボーイズ ： 【草竹 G】 

 １試合目（ジュニア） 

  河内長 ０００００  ｜０ 

  生駒中 ０６０３Ｘ  ｜９  五回コールド 

   【投―捕】〇宇都宮４、矢野郎１－笹田 

   【安打】茂原２、中村、笹田 【二塁打】神崎、北森、上砂、宇都宮 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ３１０１２１０｜８ 

  河内長 ２０００３３０｜８  引き分け 

   【投―捕】清水３、河合２、岡野２－岡野、山口 

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

 

 ３試合目（ルーキー） 

  生駒中 １０００３５｜９ 

  河内長 ００００００｜０ 

   【投―捕】〇吉田４、築山２－小田 

   【安打】髙木３、藤井翔、築山２ 【二塁打】小田、松本 【三塁打】吉田、滝 【本塁打】滝 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  河内長 １００３１０ ｜５ 

  生駒中 ０４２０５１ｘ｜12  六回コールド 

   【投―捕】〇星山３、上砂３－上砂、笹田 

   【安打】中村、中谷、星山、滝、神崎、藤井空、上砂２、宇都宮、笹田 【二塁打】築山 【三塁打】上砂 

 

■７月２１日 ： 三田ヤング ・ 京都南山城ボーイズ 

 【ミキハウススタジアム】三田ヤング 

  １試合目（レギュラー） 



   三田ヤ １０００１０ ｜２ 

   生駒中 ０００３２４ｘ｜９ｘ  六回コールド 

    【投―捕】〇田窪５、藤井海１－仲林 

    【安打】笹西２、田窪、黒松、植田、勝田、山口 【二塁打】田窪、仲林 

 

  ２試合目（ジュニア） 

   三田ヤ ２０１０   ｜３ 

   生駒中 ０５13ｘ  ｜18  四回コールド 

    【投―捕】〇上砂３、矢野郎１－笹田、上砂 

    【安打】中村３、茂原３、神崎、北森、笹田、上砂２、宇都宮、中谷２ 【二塁打】熊田２、高尾、宇都宮 

    【三塁打】神崎、茂原 

 

  ３試合目（レギュラー） 

   生駒中 ２００００２５｜９ 

   三田ヤ ２０２０１０１｜６ 

    【投―捕】河合４ 1/3、〇黒松２ 2/3―勝田、仲林 

    【安打】勝田、藤井海、水野２ 【三塁打】黒松、藤井海２ 

 

 【草竹Ｇ】 

  １試合目（ルーキー） ： 三田ヤング 

   三田ヤ １０００１０３｜５ 

   生駒中 ００２００１２｜５  引き分け 

    【投―捕】星山２、築山３、中馬２－小田 

    【安打】滝２、築山、星山２、長谷川、中馬、小田 【二塁打】中馬 

 

  ２試合目（ルーキー） ： 京都南山城ボーイズ 

   南山城 ０００００１０｜１ 

   生駒中 ２３４１１０Ｘ｜11 

    【投―捕】〇吉田４、長谷川３－小田 

    【安打】中馬、滝３、小田、築山、星山、長谷川、藤井翔、松本３ 【二塁打】築山、滝 【三塁打】中馬 

 

■７月１５日 ： 住吉ボーイズ ： 【草竹Ｇ】 

  １試合目（ジュニア） 

   住 吉 １００３０４１｜９ 

   生駒中 ００００００１｜１ 

    【投ー捕】●上砂３、矢野郎３、茂原１－北森 

    【安打】藤井空、茂原 【二塁打】北森 

 

  ２試合目（ジュニア） 

   住 吉 １２００１００｜４ 

   生駒中 ０００５００Ｘ｜５ 

    【投ー捕】高尾３、〇宇都宮３、笹田１－上砂 



    【安打】矢野郎、熊田、神崎、藤井空 

 

■７月８日 ： 高槻中央ボーイズ ： 【草竹 G】 

  １試合目（レギュラー） 

   生駒中 ００００３０４｜７ 

   高槻中 ００１１０００｜２ 

    【投ー捕】河合３、〇清水２、黒松２－仲林 

    【安打】矢野太、黒松２、藤井海２、勝田、仲林２、笹西、岡野 【二塁打】北野、山口 

 

  ２試合目（ジュニア） 

   生駒中 ００１００１０｜２ 

   高槻中 ２００１００Ｘ｜３ 

    【投―捕】●上砂３、宇都宮１、笹田１、高尾１－北森、上砂 

    【安打】上砂、中村、神崎、北森 【二塁打】北森 

 

  ３試合目（ルーキー） 

   生駒中 ２３１２００｜８ 

   高槻中 ００００００｜０ 

    【投―捕】〇星山３、長谷川２、中馬―小田 

    【安打】中馬３、小田２、長谷川、藤井翔 【二塁打】山中、小田 【本塁打】滝 

 

■６月３０日 ： 京田辺ボーイズ ： 【草竹 G 】 

 １試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０００００２｜２ 

  京田辺 ００００００｜０ 

   【投ー捕】〇星山６－小田 

   【安打】星山２、長谷川、小田 【二塁打】中馬 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  京田辺 １１１０００｜３ 

  生駒中 １４３２０Ｘ｜10 

   【投―捕】〇吉田３、長谷川２、中馬１－小田 

   【安打】長谷川、山中２、小田、松本、築山 【二塁打】中馬、築山、小田 

 

■６月２４日 ： 和歌山有田ボーイズ 

【草竹 G】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００１０２０｜３ 

  和有田 ０００１０１０｜２ 

   【投―捕】〇田窪７－仲林 

   【安打】矢野太、勝田２、北野、仲林 【二塁打】田窪、水野 

 



 ２試合目（ジュニア） 

  和有田 ０３０００２０｜５ 

  生駒中 ０００７００Ｘ｜７ 

   【投―捕】〇高尾５、笹田２－上砂 

   【安打】茂原２、藤井空、北森、上砂、高尾、中山、熊田 【二塁打】北森 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  和有田 ０００１０１０｜２ 

  生駒中 ０００５００Ｘ｜５ 

   【投―捕】〇藤井海５、北野１、勝田１－仲林 

   【安打】仲林２、田窪、勝田２、北野、水野、中村 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  和有田 ２１０００００｜３ 

  生駒中 ００２２００Ｘ｜４ 

   【投―捕】〇上砂７－北森 

   【安打】中村３、中山２、笹田 【二塁打】北森、植田 【三塁打】仲林 

 

【長谷川クリーンＧ】 

 １試合目（ルーキー） 

  和有田 ００００００｜０ 

  生駒中 １００３０Ｘ｜４ 

   【投―捕】〇星山６－小田 

   【安打】滝２、星山、築山 【二塁打】築山 【三塁打】中馬 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  和有田 ０１０２００｜３ 

  生駒中 １０１０００｜２ 

   【投―捕】●吉田６－長谷川 

   【安打】滝、築山、山中、星山、藤井翔 

 

 ３試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０００１００｜１ 

  和有田 １３０００Ｘ｜４ 

   【投―捕】●長谷川２、中馬３－小田 

   【安打】中馬、星山２、築山 【二塁打】中馬 

 

■６月１７日 ： 東住吉リトルシニア 

【ミキハウススタジアム】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  東住シ ３０００１５Ｘ｜９ 



   【投―捕】●田窪６－仲林 

   【安打】笹西２、藤井海 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００１０１０｜２ 

  東住シ １００１０１Ｘ｜３ 

   【投―捕】河合４、清水１、●黒松１－勝田 

   【安打】藤井海、勝田２、笹西 

 

【草竹Ｇ】 

 １試合目（ジュニア） 

  東住シ ００１００１０｜２ 

  生駒中 ２４０１００Ｘ｜７ 

   【投―捕】〇上砂７－北森 

   【安打】茂原、熊田、上砂、滝、中村２ 【二塁打】中馬２、茂原、北森２、上砂 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  東住シ ０００００２０｜２ 

  生駒中 １００００６Ｘ｜７ 

   【投ー捕】星山４、〇笹田２、高尾１－小田 

   【安打】中村２、星山、中馬、熊田、小田、笹田、藤井翔 【二塁打】中馬 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  東住シ ０００００１０｜１ 

  生駒中 １０１０００Ｘ｜２ 

   【投―捕】吉田、〇高尾３、茂原１―上砂 

   【安打】中馬２、茂原、中村、上砂 

 

■６月３日 ： ナガセボーイズ ： 【草竹 G】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 １０００１２５｜９ 

  ナガセ ０００００１０｜１ 

   【投―捕】〇田窪７－岡野 

   【安打】河合、山口、勝田、岡野、黒松 【三塁打】山口、北野 【本塁打】黒松 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  ナガセ ０２００４１２｜９ 

  生駒中 １２０６０００｜９  引き分け 

   【投―捕】上砂４、矢野郎２、茂原１－北森 

   【安打】中村３、熊田、北森、神崎、宇都宮、上砂、中馬 【二塁打】中馬、熊田、築山 

 

 ３試合目（レギュラー） 



  生駒中 ０００００００｜０ 

  ナガセ ４１００３５Ｘ｜13 

   【投―捕】●河合１ 2/3、岡野４、黒松 1/3－岡野、山口 

   【安打】北野２、河合、清水、黒松 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  ナガセ １０３０１０１｜６ 

  生駒中 ０１２０４０Ｘ｜７ 

   【投―捕】笹田２ 1/3、星山１ 2/3、〇吉田１、高尾２－上砂 

   【安打】神崎、茂原、上砂 【三塁打】神崎 

 

■５月１２日 ： 奈良ウィング ： 【ミキハウススタジアム】 

 １試合目（ジュニア） 

  奈良ウ ２３０００００｜５ 

  生駒中 ０１１００２１｜５  引き分け 

   【投ー捕】笹田１ 2/3、高尾４ 1/3、矢野郎１－上砂 

   【安打】宇都宮、茂原３、熊田２、高尾、中村、中山 【二塁打】北森、神崎 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  奈良ウ ０００００ ｜０ 

  生駒中 ３５００ｘ ｜８  五回コールド 

   【投ー捕】〇吉田４、中馬１－長谷川、小田 

   【安打】松本、滝、吉田２、星山、長谷川、藤井翔 【二塁打】滝、築山２ 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  奈良ウ ２０００１０ ｜３ 

  生駒中 ２０２１２４ｘ｜11  六回コールド 

   【投―捕】笹田 2/3、〇茂原３ 1/3、上砂２－北森 

   【安打】茂原２、北森３、神崎、上砂、藤井空 【二塁打】北森、藤井空、上砂 【三塁打】神崎、熊田 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  奈良ウ ０００００ ｜０ 

  生駒中 ０２６２ｘ ｜10  五回コールド 

   【投―捕】〇星山４、中馬１－小田 

   【安打】星山、小田２、山中、松本、滝、長谷川 【二塁打】中馬 

 

■５月６日 ： 大阪畷ヤング ： 【草竹 G】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ５１００５  ｜11 

  大阪畷 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投―捕】〇水野５－勝田 

   【安打】岡野、水野３、北野、藤井海、黒松、笹西 【二塁打】勝田、河合 【三塁打】藤井海２ 



 

 ２試合目（ジュニア） 

  大阪畷 ０１０００  ｜１ 

  生駒中 ４３０２Ｘ  ｜９  五回コールド 

   【投ー捕】〇上砂４、矢野郎１－北森 

   【安打】熊田２、上砂、藤井空、茂原、宇都宮、中谷 【二塁打】中村、中谷 【三塁打】神崎 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２２００３１０｜８ 

  大阪畷 ０００２０００｜２ 

   【投―捕】〇黒松５、河合２－岡野 

   【安打】黒松２、岡野、勝田、笹西、河合２ 【二塁打】山口、岡野２ 【三塁打】北野 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０００１０９｜12 

  大阪畷 ００１０１０４｜６ 

   【投―捕】〇笹田４ 2/3、高尾１ 1/3、矢野郎１－上砂 

   【安打】中村２、北森、茂原２、神崎、宇都宮、藤井空 【二塁打】熊田、中村 【三塁打】上砂、中村 

 

■４月２９日 ： 大淀ボーイズ 

【イトーキ G】 

 １試合目（レギュラー） 

  大 淀 ００１００００｜１ 

  生駒中 １２００００Ｘ｜３ 

   【投―捕】〇田窪７－岡野 

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

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 １１１０２３４｜12 

  大 淀 ３３００００２｜８ 

   【投―捕】河合１ 2/3、水野２ 1/3、〇岡野３－仲林 

   【安打】水野３、藤井海、仲林２、黒松 【二塁打】仲林、清水、黒松 【三塁打】岡野 

 

【大淀Ｂ専用Ｇ】 

 １試合目（ジュニア） 

  大 淀 ３０６１１  ｜11 

  生駒中 １４０６０  ｜11  時間切れ引き分け 

   【投―捕】高尾３、茂原２－上砂 

   【安打】熊田２、藤井空２、茂原２、中馬２、中村、神崎、北森 【二塁打】熊田、北森、中村 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  大 淀 ００２０２０｜４ 



  生駒中 ０２０００２｜４  引き分け 

   【投―捕】吉田３、星山３－小田 

   【安打】松本、長谷川、小田、藤井翔 【三塁打】髙木 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００１６０１１｜９ 

  大 淀 ５１０００００｜６ 

   【投―捕】矢野郎３、上砂２、〇茂原２－北森、上砂 

   【安打】中谷２、中村、笹田２、築山、藤井空 【二塁打】笹田、茂原２、神崎 

 

■４月２２日 ： 滋賀南郷ボーイズ ： 【平谷Ｇ】 

 １試合目（ジュニア） 

  滋南郷 ０００２０２０｜４ 

  生駒中 ５０１１００Ｘ｜７ 

   【投―捕】〇高尾４、矢野郎３-上砂、北森 

   【安打】上砂、藤井空、宇都宮、茂原、中谷 【二塁打】熊田、北森 【三塁打】北森 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  滋南郷 ０４０００２｜６ 

  生駒中 １０２１５Ｘ｜９ 

   【投―捕】〇星山５、中馬１－小田 

   【安打】滝、髙木２、星山、長谷川２、中馬、吉田 【二塁打】築山 【本塁打】中馬 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  滋南郷 １００００００｜１ 

  生駒中 ２０１０１０Ｘ｜４ 

   【投―捕】笹田２ 0/3、〇上砂３、茂原―北森、上砂 

   【安打】笹田、上砂、北森２ 【二塁打】熊田 【三塁打】茂原 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  滋南郷 ０００１１３｜５ 

  生駒中 ４１０００１｜６ｘ  サヨナラ 

   【投―捕】〇吉田６―長谷川 

   【安打】中馬、髙木、長谷川、築山、星山 【二塁打】中馬、吉田 

 

■４月１４日 ： 大阪東淀川ボーイズ ： 【ミキハウススタジアム】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 １０００４１１｜７ 

  東淀川 ０００００００｜０ 

   【投―捕】〇田窪６、水野１－岡野 

   【安打】山口２、田窪２、岡野、藤井海２、黒松３、仲林、植田、北野 【三塁打】仲林 

 



 ２試合目（レギュラー） 

  東淀川 ０１１００００｜２ 

  生駒中 ００００４０Ｘ｜４ 

   【投ー捕】岡野３、〇河合３、山口１－仲林 

   【安打】勝田３、河合、黒松、岡野、水野 

 

■３月３１日 ： 生駒ボーイズ ： 【草竹 G 】 

 １試合目（ジュニア） 

  生 駒 ００３１６  ｜10 

  生駒中 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投―捕】●笹田５－上砂 

   【安打】築山（体験）２、上砂 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生 駒 ０００００００｜０ 

  生駒中 ０００００００｜０  引き分け 

   【投―捕】上砂５、矢野郎２－北森 

   【安打】中山、中谷 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生 駒 ００５０００８｜13 

  生駒中 １１００４００｜６ 

   【投―捕】高尾５、●矢野郎２－上砂 

   【安打】熊田、中馬（体験）、上砂、中山、中村 【二塁打】中村、高木（体験）２、熊田 

 

■３月２５日 ： 枚方リトルシニア  

【ミキハウススタジアム】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００２０１２０｜５ 

  枚方シ ０００００００｜０ 

   【投ー捕】〇田窪７－仲林 

   【安打】山口２、北野３、仲林、水野 【二塁打】仲林 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０３０１００３｜７ 

  枚方シ ０００１０５０｜６ 

   【投―捕】清水４、〇河合２、山口１－山口、仲林 

   【安打】北野２、藤井海２、水野２、清水、笹西、植田、仲林 【三塁打】山口、藤井海 

 

【草竹 G】 

 １試合目（ジュニア） 

  枚方シ ００００３００｜３ 



  生駒中 ０００１０００｜１ 

   【投ー捕】●高尾７－上砂 

   【安打】中村２、熊田、北森２ 【二塁打】笹田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  枚方シ ０００２０１１｜４ 

  生駒中 ０２０００１０｜３ 

   【投―捕】矢野郎３、星山（体験）２、吉田（体験）２－北森 

   【安打】宇都宮、中村 【三塁打】中馬（体験）、築山（体験） 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  枚方シ ３００３０００｜６ 

  生駒中 ０１００３０１｜５ 

   【投―捕】●笹田１、矢野郎４、上砂２－上砂、北森 

   【安打】神崎、中谷 【二塁打】熊田 

 

■３月１８日 ： 豊中ボーイズ ： 【草竹 G 】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２０００００１｜３ 

  豊 中 ０００２００１｜３  引き分け 

   【投―捕】田窪５、山口２－仲林 

   【安打】植田、水野 【二塁打】山口 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  豊 中 ０００１２３０｜６ 

  生駒中 ００１０００３｜４ 

   【投―捕】●笹田４ 2/3、矢野郎２ 1/3－上砂 

   【安打】宇都宮、中村、矢野郎２、神崎、熊田 【二塁打】藤井大 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  豊 中 ０１１００１０｜３ 

  生駒中 ０００１０００｜１ 

   【投―捕】●清水３、河合４－仲林 

   【安打】清水、水野、笹西 【二塁打】仲林、藤井海 【三塁打】勝田 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００４００００｜４ 

  豊 中 ００１０２２Ｘ｜５ 

   【投―捕】高尾２、上砂３、●矢野郎１－北森 

   【安打】築山（体験）、中村、中谷、熊田 【二塁打】築山（体験） 

 

■３月１７日 ： 大和ボーイズ、山直ボーイズ  ならっきー球場（大和郡山市営球場） 



 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 １０００２０２｜５ 

  山 直 ０００００４０｜４ 

   【投―捕】〇田窪６、山口１－仲林 

   【安打】勝田、北野、植田、田窪２、山口、仲林 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  大 和 ０００００００｜０ 

  生駒中 ００３０１０Ｘ｜４ 

   【投―捕】〇河合６、水野１－山口 

   【安打】仲林、河合、山口、勝田、植田２、水野、田窪 

 

■３月１０日 

【和束運動公園 G】  京・相楽ヤング 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１１０３００｜５ 

  京相楽 ００２０１００｜３ 

   【投―捕】〇岡野５、河合２－仲林 

   【安打】田窪２、植田、仲林、黒松 【二塁打】仲林２、山口 【本塁打】岡野 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００１００５｜６ 

  京相楽 ０００１０００｜１ 

   【投―捕】田窪５、〇山口２－岡野 

   【安打】笹西、岡野、勝田、水野 【二塁打】勝田、岡野、山口 

 

【草竹 G】  泉州阪堺ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  泉阪堺 ００３７３  ｜13 

  生駒中 ２００２０  ｜４  五回コールド 

   【投―捕】●高尾４、矢野郎１―上砂 

   【安打】中村２、中谷２、笹田、中山 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  泉阪堺 ０２１５０００｜８ 

  生駒中 １１００２０１｜５ 

   【投―捕】●笹田３、吉田（体験）１、矢野郎３－上砂 

   【安打】中村、神崎、笹田２、中馬（体験）、上砂２、中谷、松本（体験） 【二塁打】上砂、藤井大 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  泉阪堺 ４１０２０００｜７ 

  生駒中 ２２４３１０Ｘ｜12 



   【投―捕】〇上砂５、中馬（体験）２－北森 

   【安打】中村２、中谷、笹田２、上砂３、北森２、神崎２、宇都宮、中山、藤井大２ 

 【二塁打】中村、上砂、神崎 【三塁打】中谷 

 

■３月４日 

【五條ボーイズ専用Ｇ】  葛城ボーイズ、五條ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  葛 城 ０００００００｜０ 

  生駒中 ２０１０２３Ｘ｜８ 

   【投―捕】〇河合７－仲林 

   【安打】仲林、河合、北野２、田窪、山口、清水２、水野、藤井海、勝田 【二塁打】北野 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０５１９４１４｜24 

  五 條 ０００００２０｜２ 

   【投―捕】田窪３、〇清水４－山口 

   【安打】山口３、藤井海、勝田３、水野、仲林、植田、矢野太２、清水２、笹西、河合 

   【二塁打】山口、水野 【三塁打】田窪、勝田、植田、山口２ 【本塁打】仲林 

 

【ミキハウススタジアム】  天王寺リトルシニア 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０００００１｜３ 

  天王寺 ３０００００１｜４ｘ  サヨナラ 

   【投―捕】高尾６、●矢野郎 1/3－上砂 

   【安打】上砂 【二塁打】北森 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００１１０３０｜５ 

  天王寺 ０００００１１｜２ 

   【投―捕】〇矢野郎３、星山（体験）３、上砂１－北森 

   【安打】中山２、中谷、神崎、中馬（体験） 【二塁打】北森 【三塁打】中馬 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ３００００００｜３ 

  天王寺 ３０１０１１Ｘ｜６ 

   【投―捕】●笹田５、矢野郎１－上砂 

   【安打】中村、中谷２、笹田、神崎、北森 

 

■２月１８日  京田辺ボーイズ ： 【イトーキＧ】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 １００００００｜１ 

  京田辺 １００００００｜１  引き分け 



   【投―捕】水野５、岡野２－岡野、仲林 

   【安打】勝田、植田、北野２ 【二塁打】岡野、黒松 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  京田辺 ５０４１   ｜10 

  生駒中 ００００   ｜０  四回コールド 

   【投―捕】●上砂３、矢野郎１－北森 

   【安打】上砂、中村 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  京田辺 ３０００００２｜５ 

  生駒中 ２０００１００｜３ 

   【投―捕】山口２、●田窪５－仲林 

   【安打】黒松、仲林２、岡野、矢野太、勝田 【二塁打】黒松 【三塁打】岡野 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  京田辺 ０３１０２１１｜８ 

  生駒中 １００１０１０｜３ 

   【投―捕】●笹田４、高尾３－上砂 

   【安打】中村、宇都宮、中馬（体験）、上砂 【二塁打】上砂 

 

■２月１１日 

【イトーキ G】  藤井寺ボーイズ、西尾ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  藤井寺 ４０００００２｜６ 

  生駒中 ００００３１１｜５ 

   【投―捕】黒松４、●田窪３－岡野 

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

 

 ２試合目（レギュラー） 

  西 尾 １１０００００｜２ 

  生駒中 ００００１００｜１ 

   【投ー捕】●岡野５、水野２－仲林、山口 

   【安打】仲林、清水、岡野、河合２ 

 

【津堂 G】 藤井寺ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  藤井寺 ００２０００４｜６ 

  生駒中 ０００００００｜０ 

   【投―捕】●上砂７－北森 

   【安打】熊田、笹田２、中谷、中山 

 



 ２試合目（ジュニア） 

  藤井寺 ０３０１０００｜４ 

  生駒中 ０１４２４０Ｘ｜11 

   【投―捕】〇笹田５、矢野郎２－上砂 

   【安打】北森２、笹田２、中山、上砂、中村２、矢野郎 【二塁打】熊田２、神崎、藤井大 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  藤井寺 ００００４２０｜６ 

  生駒中 ００１０２０１｜４ 

   【投―捕】●高尾５、矢野郎１、中谷１－上砂 

   【安打】中村２、宇都宮、藤井大 【二塁打】中谷２、熊田 【三塁打】中村 

 

■２月４日  大垣ボーイズ、神戸弘陵高校女子野球部 ： 【三木山総合運動公園野球場】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ３０７０１００｜11 

  大 垣 ００１００００｜１ 

   【投―捕】〇岡野５、河合２－仲林 

   【安打】仲林、水野、黒松、北野、勝田 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１０１１０｜３ 

  神弘陵 ２００１０１｜４ｘ  時間切れのため六回戦 サヨナラ 

   【投―捕】清水５、●田窪 1/3－岡野 

   【安打】笹西、岡野、河合、植田 【二塁打】岡野 

 

■２月３日  住吉ボーイズ 

【ミキハウススタジアム】 

 １試合目（レギュラー） 

  住 吉 ００２００００｜２ 

  生駒中 ０１１０１０Ｘ｜３ 

   【投―捕】〇田窪５、山口２－仲林 

   【安打】勝田、黒松 【二塁打】山口、岡野 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２００１１１０｜５ 

  住 吉 ００００２００｜２ 

   【投―捕】水野３、河合２、〇黒松２－仲林、岡野 

   【安打】岡野２、水野、黒松、仲林、植田、河合 【二塁打】勝田 

 

【草竹Ｇ】 

 １試合目（ジュニア） 

  住 吉 ２０２００００｜４ 



  生駒中 ００３０２２Ｘ｜７ 

   【投―捕】高尾４、〇矢野郎３－上砂 

   【安打】熊田、中谷２、神崎、北森、笹田、中村２ 【二塁打】熊田、宇都宮 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  住 吉 １２４１１１３｜13 

  生駒中 ０００００００｜０ 

   【投―捕】●笹田２ 2/3、中谷１ 1/3、上砂３－上砂、北森 

   【安打】上砂、笹田、藤井大 【二塁打】中村 

 

＝＝＝＝ ２０１７年 ＝＝＝＝ 

■１２月９日  枚方リトルシニア ： 【ミキハウススタジアム】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０２２００１３｜８ 

  枚方シ ００００１０１｜２ 

   【投―捕】〇田窪５、水野２－仲林 

0   【安打】仲林、笹西３、植田２、水野、田窪２、勝田２、山口瑛 【二塁打】水野、藤井海 【三塁打】山口瑛 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  枚方シ １０２３０００｜６ 

  生駒中 ００１０１０１｜３ 

   【投―捕】●笹田３、高尾２、矢野郎２－北森、上砂 

   【安打】神崎３、中谷、北森、上砂、清水 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 １０００３２０｜６ 

  枚方シ ０００１０００｜１ 

   【投―捕】〇河合５、清水２－仲林 

   【安打】笹西２、清水２、仲林２、藤井海、山口瑛 【二塁打】黒松３ 

 

■１１月１８日  神戸弘陵高校女子硬式野球部 ： 【神戸弘陵高 G】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００２００２２｜６ 

  神弘陵 ２００１２１０｜６  引き分け 

   【投―捕】清水３、田窪２、河合２－仲林 

   【安打】岡野京２、勝田２、黒松３、仲林、河合、北野 【二塁打】仲林 

 

■１１月１２日  大和ボーイズ ： 【草竹 G】 

 １試合目（ジュニア） 

  大 和 ００００００１｜１ 

  生駒中 １３００００Ｘ｜４ 

   【投―捕】〇高尾５、矢野郎２－上砂 



   【安打】上砂、笹田、清水 【本塁打】中谷亮 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  大 和 ０００２０００｜２ 

  生駒中 ２００１０２Ｘ｜５ 

   【投―捕】〇山口瑛４、津田３－仲林 

   【安打】田窪、山口瑛２、勝田、黒松２、岡野京、笹西、藤井海 【三塁打】勝田 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  大 和 ０１０１００｜２ 

  生駒中 ０００００２｜２  引き分け 

   【投―捕】清水４、矢野郎２－上砂 

   【安打】中村２、上砂、清水、笹田 

 

 ４試合目（レギュラー） 

  大 和 ０２１００００｜３ 

  生駒中 ０２００００２｜４ｘ  サヨナラ 

   【投―捕】河合４、黒松１、〇田窪２－岡野京 

   【安打】仲林、岡野京、矢野太、北野２、黒松 【二塁打】岡野京 【三塁打】仲林、藤井海 

 

■１０月１４日  東大阪花園ボーイズ ： 【吉原公園 G】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００２０００｜２ 

  東花園 ００００１２Ｘ｜３ 

   【投―捕】岡野京５、●植田夏１－仲林 

   【安打】山口瑛、笹西 【二塁打】植田夏 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００１０｜１ 

  東花園 １０２０１０Ｘ｜４ 

   【投―捕】●田窪４、水野２－山口瑛 

   【二塁打】水野 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２００１２００｜５ 

  東花園 ００００００２｜２ 

   【投―捕】清水３、〇河合３、山口瑛１－岡野京 

   【安打】山口瑛２、北野、清水、黒松、笹西、勝田２、岡野京 【二塁打】仲林２、北野 

 

■１０月１４日  東大阪花園ボーイズ ： 【草竹 G】 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０００００｜２ 



  東花園 １００００１｜２  引き分け 

   【投―捕】高尾６－北森 

   【安打】上砂、神崎、高尾、宇都宮、中山、中谷亮 【二塁打】神崎 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００２０００｜２ 

  東花園 ２０００００｜２  引き分け 

   【投―捕】矢野郎２、熊田、中谷亮―上砂 

   【安打】中村、神崎２、熊田２、中谷亮 【二塁打】宇都宮、中村 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００００１｜１ 

  東花園 １００１１Ｘ｜３ 

   【投―捕】●上砂３、宇都宮１、神崎１－高尾、北森 

   【二塁打】神崎 

 

■１０月８日  東大阪北ボーイズ ： 【草竹 G】 

 １試合目（レギュラー） 

  東大北 ０１００１  ｜２ 

  生駒中 ０１３６Ｘ  ｜10  ５回コールド 

   【投―捕】〇水野４、植田夏１－岡野京 

   【安打】水野３、黒松、岡野京、山口瑛、笹西、北野 【二塁打】笹西、仲林、岡野京 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ８１４０   ｜13 

  東大北 ００１０   ｜１  ４回コールド 

   【投―捕】〇岡野京２、河合２－山口瑛、勝田 

   【安打】黒松２、河合、仲林、北野、矢野太 【二塁打】山口瑛、河合 

 

■９月９日  鴻池ボーイズ ： 【近大 G】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２００１０００｜３ 

  鴻 池 ０１００００１｜２ 

   【投―捕】〇田窪５、水野２－仲林 

   【安打】藤井海、黒松、田窪、勝田 

 

２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ３０２１１００｜７ 

  鴻 池 ００１００００｜１ 

   【投―捕】〇清水４、河合２、植田１－津田 

   【安打】田窪２、笹西２、河合、北野 【二塁打】岡野 【三塁打】黒松 

 



 ３試合目（ジュニア） 

  鴻 池 １００００  ｜１ 

生駒中 ５０２０Ｘ  ｜７  五回時間切れコールド 

   【投―捕】〇笹田３、高尾１、矢野郎１－北森 

   【安打】中村、北森、笹田２、中谷、神崎、矢野郎、宇都宮、上砂 


