
■８月２７日 ： 木津川リトルシニア 

 １試合目（ジュニア） 

木津川 ００３０００１｜４ 

生駒中 １００１０１０｜３ 

 【投―捕】●田窪７－仲林 

 【安打】勝田、山口瑛、矢野太２、黒松２、藤井海、水野 【本塁打】仲林 

 

 ２試合目（ジュニア） 

木津川 ００１０００１｜２ 

生駒中 ０２２００１Ｘ｜５ 

 【投―捕】〇水野７－仲林 

 【安打】植田夏、矢野太、山口瑛、勝田２、仲林、北野、黒松 【二塁打】勝田、水野 

 

■８月１３日 ： 東大阪花園ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ３１１１１  ｜７ 

  東大花 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投―捕】〇田窪５－仲林 

   【安打】仲林、岡野京２、藤井海３ 【二塁打】黒松２、北野 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０２０８２５ ｜17 

  東大花 ３２０１１１ ｜８  六回コールド 

   【投―捕】〇清水３、黒松３－仲林 

   【安打】山口瑛、矢野太２、津田３、笹西、田窪、黒松、植田夏３ 【二塁打】岡野京 

 【三塁打】山口瑛、仲林 【本塁打】仲林 

 

■７月２３日 ： レグルス ベースボールクラブ 

 １試合目（レギュラー） 

  ﾚｸﾞﾙｽ ０１０００００｜１ 

  生駒中 １０１０００Ｘ｜２ 

   【投―捕】〇藤村７－岡野虎 

   【安打】錦織、佐藤２、藤村 【二塁打】鎌田、鈴木 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ３２４０３  ｜12 

  ﾚｸﾞﾙｽ ０００２０  ｜２  五回コールド 

   【投―捕】〇清水５－仲林 

   【安打】黒松、勝田３、田窪２、仲林３、水野、笹西、清水 【三塁打】植田夏 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００４３２ ｜９ 



  ﾚｸﾞﾙｽ ０００１１０ ｜２  六回コールド 

   【投―捕】〇錦織３、吉住２、鈴木１－岡野虎、中谷瑠 

   【安打】臼井、木下、岡野虎、錦織 【二塁打】吉住、岡野虎、錦織 【本塁打】植田剛 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  ﾚｸﾞﾙｽ ０００００ ｜０ 

  生駒中 ３６００Ｘ ｜９  五回コールド 

   【投―捕】〇笹田３、高尾２－北森 

   【安打】熊田、中村２、上砂２、笹田、高尾 【二塁打】上砂、笹田 

 

■７月２２日 ： 泉州阪堺ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  泉阪堺 １０１３０２１｜８ 

  生駒中 ００２０００３｜５ 

   【投―捕】●田窪７－勝田 

   【安打】黒松、田窪、植田夏、水野３、矢野太 【三塁打】黒松 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  泉阪堺 １１００００２｜４ 

  生駒中 ００４０００１｜５ｘ  サヨナラ 

【投―捕】〇藤村７－岡野虎 

   【安打】錦織、佐藤４、中谷瑠、岡野虎、藤村２、本山 【二塁打】本山 【三塁打】本山、岡野虎 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  泉阪堺 ２００００００｜２ 

  生駒中 １００００００｜１ 

   【投―捕】●黒松５、水野１、笹西１－仲林 

   【安打】勝田、笹西、水野２、藤井海２ 【二塁打】黒松、仲林 

 

 ４試合目（レギュラー） 

  泉阪堺 ２００００１０｜３ 

  生駒中 ０００００１３｜４ｘ  サヨナラ 

   【投―捕】木下４ 1/3、〇鈴木２ 2/3―錦織 

   【安打】大浦、高橋、本山 【二塁打】佐藤 【三塁打】本山 

 

■７月１６日 ： 奈良ウィング 

 1 試合目（レギュラー） 

  奈良Ｗ １００００００｜１ 

  生駒中 ００１０１０Ｘ｜２ 

   【投―捕】藤村４、〇鈴木３－岡野虎 

   【安打】錦織２、江本、鎌田、植田剛 【二塁打】岡野虎 

 



 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１０４０２０｜７ 

  奈良Ｗ ００１２２００｜５ 

   【投―捕】木下３ 2/3、江本１、〇吉住２ 1/3―錦織５、中谷瑠２ 

   【安打】佐藤、錦織、中谷瑠、加藤２、大浦２、臼井 【二塁打】佐藤 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  奈良Ｗ ０１１００００｜２ 

  生駒中 ０００１１００｜２ 引き分け 

   【投―捕】岡野虎５、錦織２－錦織、岡野虎 

   【安打】藤村、中谷瑠、鎌田、岡野虎、本山 【二塁打】臼井、江本２ 

 

■７月１５日 ： 住吉ボーイズ 

《ミキハウス》 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  住 吉 ００００１０Ｘ｜１ 

   【投―捕】●藤村６－岡野虎 

   【安打】岡野虎 【三塁打】錦織 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  住 吉 ３０００４００｜７ 

  生駒中 ０００３０００｜３ 

   【投―捕】木下３、鈴木１、●岡野虎３－錦織 

   【安打】岡野虎２、吉住 【二塁打】臼井 【三塁打】吉住 

 

《草竹Ｇ》 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 １１００１００｜３ 

  住 吉 ０１２０１０Ｘ｜４ 

【投―捕】●田窪６－津田 

   【安打】北野２、勝田、田窪、植田夏、笹西、藤井海 【二塁打】笹西、津田 【三塁打】藤井海 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  住 吉 ５３３０  ｜11 

  生駒中 １１００  ｜２  四回コールド 

   【投―捕】●高尾２、矢野郎２－北森 

   【安打】笹田、中谷亮、上砂、北森 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２１３２１０１｜10 

  住 吉 ２００２０４１｜９ 



   【投―捕】〇山口舞４、清水１ 0/3、津田２－勝田 

   【安打】藤井海３、矢野太、仲林、田窪２、山口舞、北野 【二塁打】笹西２、植田夏２ 【三塁打】北野 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  住 吉 ０００１７ ｜８ 

  生駒中 ００１００ ｜１  五回コールド 

   【投―捕】●笹田４ 0/3、高尾１－上砂 

   【安打】神崎、矢野郎、藤井大 【三塁打】熊田 

 

■７月２日 ： 奈良葛城ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００００１００｜１ 

  奈葛城 １００１０２Ｘ｜４ 

   【投―捕】●岡野京６－仲林 

   【安打】植田夏２、仲林、勝田、田窪、岡野京 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  奈葛城 １０１０００｜２ 

  生駒中 ０００００３｜３ｘ  サヨナラ 

   【投―捕】高尾５、〇矢野郎１－北森 

   【安打】中山、熊田、宇都宮 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００００  ｜０ 

  奈葛城 ４０１１１ｘ ｜７ｘ  五回コールド 

   【投―捕】●津田２ 1/3、山口瑛２ 0/3―仲林 

   【安打】水野、藤井海、笹西、黒松 【二塁打】岡野京 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  奈葛城 ３０２００２｜７ 

  生駒中 ２０００１０｜３ 

   【投―捕】●山口舞３、清水３－上砂 

   【安打】熊田、中谷亮、上砂 

 

■７月１日 ： 三田ヤング 

 １試合目（レギュラー） 

  三田ヤ ００２３１１０｜７ 

  生駒中 １１０００４０｜６ 

   【投―捕】●藤村５、吉住２－岡野虎 

   【安打】中谷瑠２、木下、佐藤２、錦織、植田剛２、鈴木 【二塁打】鈴木 

 

 ２試合目（レギュラー） 



  生駒中 ０００３００ ｜３ 

  三田ヤ ０２２４０２ｘ｜10  六回コールド 

   【投―捕】●錦織４、木下２－岡野虎 

   【安打】錦織、岡野虎、高橋、大浦２、加藤、山口舞 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００１０  ｜１ 

  三田ヤ １１２０４ｘ ｜８  五回コールド 

   【投―捕】●岡野虎４ 0/3、木下 2/3―錦織 

   【安打】岡野虎、錦織、佐藤 【本塁打】吉住 

 

■６月２５日 ： 京都嵐山ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０００１０３｜６ 

  京嵐山 ０００００４０｜４ 

   【投―捕】〇岡野京７―仲林 

   【安打】黒松３、勝田、仲林２ 【二塁打】岡野京、藤井海 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  京嵐山 ００１０００｜１ 

  生駒中 ００００５Ｘ｜５ 

   【投―捕】〇高尾６－北森 

   【安打】北森、熊田、中山 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００     ｜０ 

  京嵐山 １０ｘ    ｜１  ２回途中雨天ノーゲーム 

 

■６月１０日 ： 京都嵯峨野ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  嵯峨野 ００４０２１０｜７ 

  生駒中 ００３０５０Ｘ｜８ 

   【投―捕】藤村、岡野虎、〇江本、錦織－岡野虎、錦織、岡野虎 

   【安打】佐藤、藤村、鎌田２、植田剛、岡野虎 【二塁打】岡野虎 【三塁打】錦織 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０１０００３｜６ 

  嵯峨野 ０００００２３｜５ 

   【投―捕】〇田窪、津田、山口瑛－岡野京 

   【安打】黒松２、山口瑛２、仲林２、岡野京、北野、藤井海２、勝田 【二塁打】岡野京、北野、植田夏 

 

 ３試合目（レギュラー） 



  生駒中 ０１０００１１｜３ 

  嵯峨野 ００１０４３Ｘ｜８ 

   【投―捕】●木下、吉住－岡野虎、錦織 

   【安打鈴木、錦織２、吉住、高橋、木下、本山 【二塁打】岡野虎 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００２０００２｜４ 

  嵯峨野 ００００００１｜１ 

   【投―捕】〇岡野京、清水、山口舞－津田、岡野京 

   【安打】水野、津田２ 【二塁打】岡野京 

 

■６月４日 ： 大阪北ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  大阪北 ００２００００｜２ 

  生駒中 ２００００１Ｘ｜３ 

   【投―捕】田窪５、〇山口舞２－岡野京 

   【安打】山口瑛、仲林２、岡野京２、田窪、植田夏 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  大阪北 １０５２５ ｜13 

  生駒中 ０００３１ ｜４  五回コールド 

   【投―捕】●高尾４、上砂１－北森 

   【二塁打】上砂、高尾、宇都宮 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００００１０｜１ 

  大阪北 ００００１００｜１  引き分け 

   【投―捕】岡野京５、山口瑛２－仲林、岡野京 

   【安打】水野、黒松、岡野京２、仲林 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  大阪北 ０３１１０７｜12 

  生駒中 ０４０１１２｜８ 

   【投―捕】清水４、●山口舞２－北森、上砂 

   【安打】熊田３、神崎２、中谷亮 【二塁打】清水 【三塁打】笹田 

 

■５月２８日 ： 福井中学ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  福 井 １０２０００ ｜３ 

  生駒中 ２４０１１２ｘ｜10  六回コールド 

   【投―捕】〇藤村５、錦織１－岡野虎 

   【安打】錦織２、佐藤３、藤村２、中谷瑠、江本、鎌田、岡野虎、鈴木、臼井 【二塁打】植田剛、臼井 【本塁打】錦織 



 

 ２試合名（ジュニア） 

  福 井 ００２４０００｜６ 

  生駒中 ０１０００００｜１ 

   【投―捕】●岡野京４、山口瑛３－仲林、岡野京 

   【安打】藤井、仲林、岡野京、植田夏 【二塁打】北野 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  福 井 １１１００１３｜７ 

  生駒中 ０００１０００｜１ 

   【投―捕】●吉住３、岡野虎２ 0/3、錦織２－岡野虎、錦織、岡野虎 

   【安打】吉住、加藤 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００１０  ｜１ 

  福 井 ００２０Ｘ  ｜２  五回時間切れコールド 

   【投―捕】●田窪４－岡野京 

   【安打】黒松 【三塁打】勝田 

 

■５月２１日 ： 京田辺ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  京田辺 ０００００００｜０ 

  生駒中 ０００１４０Ｘ｜５ 

   【投―捕】〇藤村７－岡野虎 

   【安打】錦織、佐藤、藤村、鎌田２、植田剛、岡野虎 【二塁打】藤村 【本塁打】佐藤 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００５４０００｜９ 

  京田辺 １００４０３０｜８ 

   【投―捕】〇吉住４、江本３－錦織 

   【安打】鎌田、中谷瑠、高橋 【二塁打】臼井、植田剛 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  京田辺 １０２２３０｜８ 

  生駒中 ００３０２２｜７ 時間切れ 

   【投―捕】岡野虎３、●錦織３－錦織、岡野虎 

   【安打】錦織、鎌田２、本山、中谷瑠、岡野虎、鈴木 【二塁打】錦織、鎌田 【三塁打】鎌田、本山 

 

■５月２０日 ： 神戸弘陵高校女子野球部 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０２００１０３｜６ 

  神弘陵 ０００００４１｜５ 



   【投―捕】藤村５ 0/3、〇錦織２－錦織、鎌田 

   【安打】錦織２、藤村、植田剛、大浦２ 【二塁打】錦織２、藤村、本山、鈴木 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  神弘陵 ００００００ ｜０ 

  生駒中 １１３１１Ｘ ｜７  六回コールド 

   【投―捕】〇江本―本山 

   【安打】錦織、臼井２、本山２、鎌田、高橋、大浦２、江本 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００２０００｜２ 

  神弘陵 ０１０００２Ｘ｜３ 

   【投―捕】●吉住―本山 

   【安打】鈴木、鎌田２、本山、臼井、佐藤 

 

■５月４日 ： 氷上ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ５０２０００２｜９ 

  氷 上 ０００２０００｜２ 

   【投―捕】〇藤村５、高橋１ 1/3、江本 2/3－錦織 

【安打】錦織、木下、本山、藤村、高橋２、鈴木、大浦 【二塁打】錦織、本山２、鈴木 【三塁打】錦織 【本塁打】鈴木 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  氷 上 ０００１０  ｜１ 

  生駒中 ００４０Ｘ  ｜４  五回時間切れ 

   【投―捕】〇吉住５－錦織 

【安打】藤村 【二塁打】錦織、本山、鈴木 【三塁打】錦織 

 

■４月３０日 ： 羽曳野ボーイズ 

《イトーキＧ》 

 １試合目（レギュラー） 

  羽曳野 ０４０２７  ｜13 

  生駒中 ０３０００  ｜３  ５回コールド 

   【投―捕】●藤村４2/3、江本 1/3－錦織 

   【安打】錦織２、佐藤、吉住、大浦 【三塁打】佐藤 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 １０００１１０｜３ 

  羽曳野 ００１００１０｜２ 

   【投―捕】〇錦織７―中谷瑠 

   【安打】佐藤、錦織、本山２、藤村、吉住 【二塁打】佐藤、本山、中谷瑠２ 

 



《大阪シティ信用金庫Ｇ》 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００４０００｜４ 

  羽曳野 ０００００００｜０ 

   【投―捕】〇津田７－岡野京  ※津田投手、無安打無得点試合達成！ 

   【安打】黒松２、津田２、植田夏、勝田２、藤井海２ 【二塁打】山口瑛 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  羽曳野 ５０２１００２｜10 

  生駒中 ０００２０００｜２ 

   【投―捕】●黒松３、田窪４－津田、岡野京 

   【安打】清水、勝田 【二塁打】岡野京、藤井海 

 

■４月２３日 ： 京田辺ボーイズ 

《ミキハウススタジアム》 

 １試合目（ジュニア） 

  京田辺 ４２００２１０｜９ 

  生駒中 ００１３０１４｜９  引き分け 

   【投―捕】津田６、田窪１－岡野京 

   【安打】津田２、黒松、水野、植田夏、北野、岡野京、藤井、田窪 

 【二塁打】藤井、北野、黒松 【三塁打】山口瑛、岡野京２ 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 １０１２０１０｜５ 

  京田辺 ０５０２００Ｘ｜７ 

   【投―捕】●岡野京４、田窪２－山口瑛、岡野京 

   【安打】岡野京、矢野太、北野、勝田２、黒松 【二塁打】山口瑛 【三塁打】藤井 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００００００４｜４ 

  京田辺 ０３２１０３Ｘ｜９ 

   【投―捕】●清水２、黒松４－岡野京 

   【安打】田窪２、矢野太、岡野京 【二塁打】黒松 【三塁打】津田 

 

《奈良大付属山添Ｇ》 

 １試合目（ルーキー） 

  京田辺 ３１１８  ｜13 

  生駒中 ００００  ｜０  四回コールド 

   【投―捕】●笹田２、矢野郎２－北森 

   【安打】中村、北森、笹田 

 

 ２試合目（ルーキー） 



  京田辺 ８０２５  ｜15 

  生駒中 ００１０  ｜１  四回コールド 

   【投―捕】●熊田 0/3、高尾３、上砂１－北森、熊田 

   【安打】中村、宇都宮、北森、中山 【二塁打】中村 

 

■４月１６日 ： 高砂宝殿ボーイズ、兵庫大久保ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 兵庫大久保ボーイズ 

  大久保 ００１００００｜１ 

  生駒中 ５３３０２４Ｘ｜17 

   【投―捕】藤村３、〇江本４－岡野京 

   【安打】佐藤、本山、加藤、江本、吉住、岡野京２、中谷瑠 【二塁打】錦織、植田剛２ 

 

 ２試合目（レギュラー） 高砂宝殿ボーイズ 

  高宝殿 １０２００００｜３ 

  生駒中 ０１０００１２｜４ｘ サヨナラ 

   【投―捕】錦織―岡野京 

   【安打】錦織、佐藤３、本山、吉住 【二塁打】植田剛、吉住 【三塁打】中谷瑠 

 

■４月１５日 ： 藤井寺ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００  ｜０ 

  藤井寺 ２０００Ｘ  ｜２  五回降雨コールド 

   【投―捕】●吉住４－錦織 

   【安打】藤村 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  藤井寺 ００２００００｜２ 

  生駒中 １２００３１Ｘ｜７ 

   【投―捕】〇藤村５、錦織２－錦織、本山 

   【安打】錦織２、植田剛、鎌田３、高橋２、江本 【三塁打】大浦 

 

■４月１５日 ： 豊中ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０２００１５１｜９ 

  豊 中 １００１０１２｜５ 

   【投―捕】〇岡野京６、清水１－仲林、山口瑛 

   【安打】北野、津田、仲林、黒松２、岡野京 【二塁打】山口瑛 【三塁打】津田 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０４００４００｜８ 

  豊 中 ００００２００｜２ 

   【投―捕】笹田２、〇高尾２、矢野郎２、熊田１－上砂 



   【安打】熊田３、北森、矢野郎、笹田、中村、高尾、宇都宮 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２１００００ ｜３ 

  豊 中 ００００００ ｜０ 六回時間切れ 

   【投―捕】〇津田５、山口舞１－岡野京 

   【安打】水野、岡野京、勝田 【二塁打】矢野太、黒松 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  豊 中 ００     ｜０ 

  生駒中 ６７     ｜13 二回時間切れ 

   【投―捕】〇清水２－北森 

   【安打】藤井大２、中村、北森２、上砂、清水 【二塁打】中村、中谷亮、北森、上砂、清水 

 

■３月２６日 ： 住吉ボーイズ、大阪柏原ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  大柏原 ０１００１００｜２ 

  生駒中 ００００００２｜２  引き分け 

   【投―捕】吉住７－錦織 

   【安打】本山２、植田剛 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  住 吉 ０００００  ｜０ 

  生駒中 ００７１Ｘ  ｜８  五回コールド 

   【投―捕】〇藤村７－錦織 

   【安打】高橋、鈴木 【二塁打】錦織２、植田剛、本山、鎌田 【三塁打】佐藤、吉住 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 １００００００｜１ 

  住 吉 ００００２０Ｘ｜２ 

   【投―捕】錦織３1/3、●鈴木２2/3―本山、錦織 

   【安打】本山、鎌田 【三塁打】鎌田 

 

■３月２６日 ： 大阪柏原ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  大柏原 １００１２００｜４ 

  生駒中 ０１００３４Ｘ｜８ 

   【投―捕】田窪５、〇清水２－岡野京 

   【安打】北野２、植田夏３、藤井海、黒松、津田 【二塁打】黒松２、津田 【本塁打】津田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００１０２０１｜４ 



  大柏原 ０４０１００Ｘ｜５ 

   【投―捕】●中田５、黒松１－岡野京 

   【安打】水野３、笹西、津田、岡野京 【二塁打】中田、岡野京 【本塁打】岡野京 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ５２０００２０｜９ 

  大柏原 ０００００１０｜１ 

   【投―捕】〇岡野京４、津田２、清水１－山口瑛、津田 

   【安打】岡野京、宇都宮、中田、熊田、北森、山口瑛、高尾 【二塁打】中谷亮 【三塁打】中村２ 【本塁打】岡野京 

 

■３月１９日 ： プール学院大学 

 １試合目（エキシビジョン） 

  プール ００３００００｜３ 

  生駒中 ０００２０７Ｘ｜９ 

   【投―捕】清水５、〇津田２－仲林 

   【安打】黒松、仲林、岡野京２、笹西、植田夏２、矢野、津田 【二塁打】黒松 【三塁打】岡野京 

 

 ２試合目（エキシビジョン） 

  生駒中 ０００１２００｜３ 

  プール ３００００００｜３  引き分け 

   【投―捕】山口舞５、中田２－岡野京 

   【安打】山口瑛、北野、田窪、岡野京２、植田夏 【二塁打】山口瑛、北野 

 

■３月１８日 ： 奈良ウィング 

 １試合目（レギュラー） 

  奈良ウ ０００４００ ｜４ 

  生駒中 １０００６４ ｜11  六回コールド 

   【投―捕】〇藤村６－本山 

   【安打】植田剛、佐藤２、藤村、本山３、鎌田、吉住、大浦 【二塁打】高橋 【三塁打】鈴木 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  奈良ウ ０００２００１｜３ 

  生駒中 １２１０００Ｘ｜４ 

   【投―捕】〇吉住４、鈴木２、鎌田１－本山 

   【安打】本山、鎌田、大浦、高橋 【二塁打】高橋 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００００００ ｜０ 

  奈良ウ ０３１１０２ ｜７  六回コールド 

   【投―捕】●錦織３、鈴木３－本山、錦織 

   【安打】錦織 【二塁打】錦織 

 



■３月１２日 ： 関西女子 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０１４２４  ｜11 

  関西女 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投―捕】〇岡野京５－仲林 

   【安打】山口瑛、黒松２、藤井２、北野、勝田 【二塁打】仲林、山口瑛、黒松 【三塁打】岡野京 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２１００２０２｜７ 

  関西女 ００１００２０｜３ 

   【投―捕】田窪３、〇中田２、清水２－岡野京 

   【安打】田窪、水野、藤井 【二塁打】植田 【三塁打】藤井、岡野京 

 

■３月５日 ： 大和ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  大 和 ０００１０００｜１ 

  生駒中 ２７１０４３Ｘ｜17 

   【投―捕】〇田窪５、黒松２－岡野京 

   【安打】黒松３、勝田２、仲林２、津田、矢野、水野、藤井、北野、田窪【二塁打】清水、仲林、岡野京 【三塁打】岡野京 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  大 和 ０００００００｜０ 

  生駒中 ０６１１１３Ｘ｜12 

   【投―捕】〇中田―仲林 

   【安打】勝田２、山口瑛２、仲林２、水野２、矢野、笹西、中田、藤井 【二塁打】中田 

 

■２月２６日 ： プール学院大学 

 １試合目（エキシビジョン） 

  生駒中 ０１０００００｜１ 

  プール ０００２２０Ｘ｜４ 

   【投―捕】鎌田３、●山口舞３－岡野京 

   【安打】江本、高橋、鎌田、吉住２、大浦、勝田 

 

 ２試合目（エキシビジョン） 

  プール ０００００１０｜１ 

  生駒中 ８００００１Ｘ｜９ 

   【投―捕】鈴木３、〇田窪３、中田１―仲林 

   【安打】錦織、黒松、藤村２、仲林、岡野虎、佐藤、中田 【二塁打】本山 【三塁打】錦織２ 

 

■２月１８日 ： 近江ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００１０３０｜４ 



  近 江 １０００００１｜２ 

   【投―捕】〇吉住７－岡野虎 

   【安打】錦織２、中谷、本山、高橋、岡野虎２、佐藤 【三塁打】錦織 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０２００１００｜３ 

  近 江 ００００００１｜１ 

   【投―捕】〇清水７－仲林 

   【安打】仲林、津田、山口瑛、北野 【二塁打】津田、山口瑛 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  近 江 ０００００２１｜３ 

  生駒中 ００１００２０｜３  引き分け 

   【投―捕】藤村７－錦織 

   【安打】江本、佐藤、植田剛、大浦、藤村２ 【二塁打】岡野虎、植田剛 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００１５０４｜10 

  近 江 ０００００３０｜３ 

   【投―捕】〇田窪４、中田２、山口舞１－岡野京 

   【安打】黒松、田窪、岡野京３、水野、藤井、中田 【二塁打】中田、笹西 

 

■２月１２日 ： 越前ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  越 前 １００００００｜１ 

  生駒中 ２１００００Ｘ｜３ 

   【投―捕】岡野虎１、〇錦織６－錦織、岡野虎 

   【安打】植田、鎌田、高橋２ 【二塁打】中谷 【本塁打】植田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００００１００｜１ 

  越 前 ２１０００２Ｘ｜５ 

   【投―捕】●岡野京１1/3、山口舞 2/3、中田３、田窪１－仲林 

   【安打】仲林 【二塁打】黒松 

 

■２月１１日 ： 枚岡ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  枚 岡 ３００００００｜３ 

  生駒中 １０２６００Ｘ｜９ 

   【投―捕】〇藤村４、吉住３－岡野京 

   【安打】本山、鎌田、江本２、中谷 【二塁打】鈴木、藤村 【三塁打】植田、本山、中谷、岡野京 

 



 ２試合目（レギュラー） ※枚岡Ｂは１年生主体のため６回戦 

  枚 岡 ００１０００｜１ 

  生駒中 ０２００５Ｘ｜７ 

   【投―捕】〇山口舞５、鎌田１－仲林 

   【安打】佐藤、仲林、吉住、鈴木、江本 【二塁打】仲林、藤村 【三塁打】高橋２ 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００１０２３０｜６ 

  枚 岡 ３１０３００Ｘ｜７ 

   【投―捕】●高橋２、鈴木２、江本１、岡野京１－中谷、仲林 

   【安打】植田、佐藤２、鎌田、大浦 【二塁打】藤村、本山、江本 

 

■１月２９日 ： 大阪堀江ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  大堀江 ０００１００ ｜１ 

  生駒中 １１２１０３ｘ｜８  六回コールド 

   【投―捕】〇藤村４、江本２―岡野虎 

   【安打】錦織、岡野虎２、本山、江本、鎌田、吉住、藤村 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２００３０２２｜９ 

  大堀江 ００１００００｜１ 

   【投―捕】〇清水４、山口舞３－岡野京 

   【安打】黒松、藤井、津田、笹西２、勝田、矢野、山口瑛 【二塁打】黒松、藤井、津田 【本塁打】仲林 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  大堀江 ０１００   ｜１ 

  生駒中 １12０ｘ   ｜13  四回コールド 

   【投―捕】〇木下３、吉住１－岡野虎、岡野京 

   【安打】錦織３、江本、佐藤、岡野虎、大浦 【二塁打】木下 【三塁打】中谷 

 

 ４試合目（ジュニア） ※６年生出場あり 

  大堀江 １０００２０ ｜３ 

  生駒中 ３１１５０ｘ ｜10  六回コールド 

   【投―捕】〇中田４、田窪２－仲林 

   【安打】山口瑛、勝田、津田３、中田、矢野２、北野 【二塁打】北野、※中村 

 

■１１月２６日 ： 京田辺ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２２０２２  ｜８ 

  京田辺 ００１００  ｜１  五回コールド 

   【投―捕】岡野虎、吉住―錦織 



   【安打】錦織３、岡野虎、黒松、鎌田、大浦２ 【二塁打】岡野虎、本山 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２１０００００｜３ 

  京田辺 ００１００１０｜２ 

   【投―捕】岡野京、山口舞―仲林 

   【安打】藤井、水野、勝田２ 【二塁打】藤井、山口瑛、仲林 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  京田辺 １００１０００｜２ 

  生駒中 ０００１０１０｜２ 

   【投―捕】錦織、木下―岡野虎 

   【安打】錦織２、本山、岡野虎２、鈴木 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 １００１２００｜４ 

  京田辺 ２１０００５Ｘ｜８ 

   【投―捕】清水、中田、津田、山口舞―岡野京 

   【安打】黒松、仲林、岡野京、津田 【二塁打】藤井、仲林 

 

■１１月２０日 ； 和歌山岩出ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２３０００２０｜７ 

  和岩出 ０１０００００｜１ 

   【投―捕】岡野虎、吉住―錦織 

   【安打】佐藤、鎌田２、江本 【二塁打】本山、佐藤、錦織、江本 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  和岩出 ０００００１０｜１ 

  生駒中 ０００００００｜０ 

   【投―捕】木下、錦織、江本―岡野虎、中谷 

   【安打】本山、錦織、鎌田、高橋、藤村 

 

■１１月１３日 ： 滋賀南郷ボーイズ 

１試合目（レギュラー） 

 生駒中 ５０１００００｜６ 

 滋南郷 ０００００３０｜３ 

  【投―捕】岡野虎、錦織、吉住―錦織、岡野虎 

  【安打】本山２、岡野虎、中谷、植田剛 【二塁打】植田剛、吉住 【三塁打】岡野虎 

 

２試合目（ジュニア） 

 生駒中 ０００００２０｜２ 



 滋南郷 ０００００１２｜３ サヨナラ 

  【投―捕】岡野京、中田、田窪―山口瑛、津田 

  【安打】黒松、山口瑛、北野２、水野 【三塁打】藤井 

 

３試合目（レギュラー） 

 滋南郷 ００００００１｜１ 

 生駒中 １００１００Ｘ｜２ 

  【投―捕】木下、江本―岡野虎 

  【安打】大浦、岡野虎２ 【二塁打】加藤 

 

４試合目（ジュニア） 

 滋南郷 ０００００  ｜０ 

 生駒中 ２０１４Ｘ  ｜７ 五回コールド 

  【投―捕】清水―津田 

  【安打】黒松、津田 【二塁打】山口瑛 【三塁打】黒松 【本塁打】黒松 

 

■１０月３０日 ： 京都嵐山ボーイズ 

１試合目（レギュラー） 

 生駒中 ０００１０  ｜１ 

 嵐 山 １０１４２ｘ ｜８  五回コールド 

  【投―捕】岡野虎、吉住―錦織 

  【安打】本山、佐藤、錦織 【二塁打】江本 

 

２試合目（レギュラー） 

 嵐 山 ０００００００｜０ 

 生駒中 １１０２１０Ｘ｜５ 

  【投―捕】木下―岡野虎 

  【安打】岡野虎、吉住、藤村、中谷、木下 【二塁打】錦織、木下 【三塁打】岡野虎 

 

３試合目（レギュラー） 

 生駒中 ００００００３｜３ 

 嵐 山 ００４１００Ｘ｜５ 

  【投―捕】錦織、高橋、江本、藤村―岡野虎 

  【安打】中谷、鎌田、佐藤２、藤村、大浦、植田剛、吉住 【二塁打】大浦 

 

■１０月２９日 ： 羽曳野ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００００００１｜１ 

  羽曳野 ２０００１０Ｘ｜３ 

   【投―捕】岡野虎―錦織 

   【安打】佐藤、錦織、岡野虎、鈴木、大浦 【二塁打】吉住 

 



 ２試合目（レギュラー） 

  羽曳野 ００００１００｜１ 

  生駒中 ５００１１０Ｘ｜７ 

   【投―捕】錦織、江本、鎌田―岡野虎 

   【安打】佐藤、錦織、高橋、木下、藤村、鈴木 【二塁打】中谷 

 

■１０月２３日 ： 大阪堀江ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０１０００２｜５ 

  堀 江 ００２１２００｜５  引き分け 

   【投―捕】清水、山口舞―岡野京 

   【安打】勝田 【三塁打】黒松、岡野京 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  堀 江 ０００００００｜０ 

  生駒中 ０１０２２１Ｘ｜６ 

   【投―捕】高橋、吉住、木下、江本―岡野虎 

   【安打】佐藤、中谷２、岡野虎、臼井 【二塁打】大浦、本山 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  堀 江 ００００２００｜２ 

  生駒中 ０１００６０Ｘ｜７ 

   【投―捕】田窪、河合、中田―山口瑛、岡野京 

   【安打】矢野、水野、岡野京、藤井 【本塁打】黒松（満塁） 

 

■１０月２２日 ： 住吉ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００１００２０｜３ 

  住 吉 ００１００１０｜２ 

   【投―捕】岡野虎、木下、高橋―錦織 

   【安打】岡野虎、植田剛、江本、鎌田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  住 吉 ０１００１０｜２ 

  生駒中 １０１０４Ｘ｜６ 

   【投―捕】岡野京、山口舞―山口瑛 

   【安打】黒松２、藤井２、山口瑛、清水 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  住 吉 １００１１００｜３ 

  生駒中 ００１００００｜１ 

   【投―捕】江本、鎌田、錦織―岡野虎 



   【安打】吉住、大浦、錦織、佐藤 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  住 吉 ０２０００１｜３ 

  生駒中 ００２１００｜３ 

   【投―捕】田窪、河合、中田―岡野京 

   【安打】山口瑛２ 【二塁打】植田夏 

 

■１０月１６日 ： 東大阪花園ボーイズ、大阪鴻池ボーイズ 

《吉原公園 G》 

 １試合目（レギュラー） 

  花 園 ００００３００｜３ 

  生駒中 ０００００２０｜２ 

   【投―捕】岡野虎、江本―中谷 

   【安打】佐藤、鎌田２、木下、吉住、江本 【三塁打】中谷 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 １０３０４  ｜８ 

  鴻 池 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投―捕】錦織―岡野虎 

   【安打】中谷２、植田剛２、鎌田、錦織２、岡野虎 【二塁打】岡野虎、江本、本山、鎌田 

 

《草竹Ｇ》 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２３０００３｜８ 

  花 園 ０００００２｜２ 

   【投―捕】田窪―岡野京、山口瑛 

   【安打】山口瑛２、笹西、勝田、津田、藤井 【三塁打】藤井 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００２０１０｜３ 

  花 園 ２００１００｜３ 

   【投―捕】山口舞、中田―山口瑛 

   【安打】勝田、中田、山口瑛、北野、仲林 【三塁打】山口瑛 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  花 園 ００００００｜０ 

  生駒中 ０１１００Ｘ｜２ 

   【投―捕】清水、河合―津田 

   【安打】笹西２、仲林、勝田 

 

■９月２５日 ： 高砂宝殿ボーイズ、兵庫大久保ボーイズ 



１試合目（レギュラー） 

 生駒中 １２０００２３｜８ 

 高宝殿 ０００００３０｜３ 

  【投―捕】吉住、木下、江本舜―岡野虎 

  【安打】黒松、錦織２、植田剛、本山、藤村、鎌田、岡野虎、大浦 【二塁打】佐藤２ 【三塁打】岡野虎 

 

２試合目（ジュニア） 

 生駒中 １２００００ ｜３ 

 大久保 ０００００１ ｜１  六回時間切れコールド 

  【投―捕】清水、河合―岡野京 

  【二塁打】黒松 

 

３試合目（レギュラー） 

 大久保 ０００００１０｜１ 

 生駒中 ００２３１０Ｘ｜６ 

  【投―捕】岡野虎、鎌田、鈴木―錦織、中谷 

  【安打】植田剛、本山、鎌田、江本舜２、木下 【二塁打】臼井、岡野虎 【三塁打】錦織 

 

４試合目（ジュニア） 

 生駒中 １０１０２２ ｜６ 

 高宝殿 １００１００ ｜２  六回時間切れコールド 

  【投―捕】田窪、山口舞、中田友―岡野京 

  【安打】藤井、山口瑛２、岡野京、田窪 【二塁打】岡野京 

 

■９月４日 ： 木津川リトルシニア 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２００００１０｜３ 

  木津川 １００００００｜１ 

   【投ー捕】岡野虎ー錦織 

   【安打】錦織３、佐藤、中谷、本山、江本舜 【二塁打】錦織 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０２０４  ｜８ 

  木津川 ０００１０  ｜１  五回コールド 

   【投ー捕】清水、山口舞ー仲林 

   【安打】黒松２、勝田、山口瑛２、仲林、津田 【二塁打】仲林 【三塁打】仲林 【本塁打】黒松（先頭ソロ） 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  木津川 ００４３０００｜７ 

  生駒中 ００３０００４｜７ 引き分け 

   【投ー捕】錦織、江本舜、吉住ー岡野虎 

   【安打】大浦、佐藤３、錦織２、吉住、中谷２、鈴木、鎌田 【二塁打】錦織 【三塁打】佐藤 



 

 ４試合目（ジュニア） 

  木津川 ４０００００２｜６ 

  生駒中 ００２０２００｜４ 

   【投ー捕】中田友、田窪、津田ー仲林 

   【安打】藤井、山口舞 【二塁打】山口瑛、藤井、津田、北野 【三塁打】仲林 


