
■第２５回 奈良若草大会エキシビジョン ： 三年生 

《決 勝》 ｖｓ生駒ボーイズ 

  生 駒 ００００４００｜４ 

  生駒中 ００１０１０１｜３ 

   【投―捕】鈴木２、錦織１、岡野虎１、●藤村３－中谷瑠、岡野虎 

   【安打】錦織２、岡野虎４、中谷瑠、藤村、植田剛、本山、佐藤 

 

《準決勝》 ｖｓ橿原ボーイズ 

  橿 原 ０３０００００｜３ 

  生駒中 ２２０１００Ｘ｜５ 

   【投―捕】木下２、〇吉住５―中谷瑠 

   【安打】中谷瑠、藤村、鈴木 【二塁打】中谷瑠 【三塁打】錦織、佐藤２ 

 

《一回戦》ｖｓ宇陀ボーイズ 

 生駒中 １０１０４２０｜８ 

 宇 陀 ０００１０２０｜３ 

  【投―捕】〇鈴木４、藤村２、吉住―中谷瑠 

  【安打】錦織、佐藤２、吉住、山口舞、本山２ 【三塁打】吉住 

■奈良県知事杯 第９回中学生硬式野球選手権大会 ： レギュラー 

《二回戦》 ｖｓ香芝ベースボールクラブ 

 生駒中 １０１０１０１｜４ 

 香芝べ ０００６００Ｘ｜６ 

  【投―捕】●吉住４、藤村２－錦織 

  【安打】錦織、佐藤２、鎌田、中谷瑠、木下 【二塁打】錦織、植田剛、江本 【三塁打】錦織 

 

《一回戦》 ｖｓ大和高田リトルシニア 

 高田シ ０００００４１｜５ 

 生駒中 １０００３０２｜６ 六回時間切れ 七回延長タイブレーク サヨナラ 

  【投―捕】藤村５ 1/3、〇吉住１ 2/3―錦織 

  【安打】錦織、藤村、鈴木、鎌田、植田剛２ 【二塁打】藤村、鈴木、中谷瑠 

■第２５回 羽曳野大会 ： ジュニア 

《一回戦》 ｖｓ明石ボーイズ ： ８月２０日 

 生駒中 ０１００４００｜５ 

 明 石 ０１１１３０Ｘ｜６ 

  【投―捕】●田窪６－仲林 

  【安打】黒松２、勝田、植田夏、藤井海、田窪 【二塁打】勝田、仲林 【三塁打】水野 

■第３７回 奈良大会 ： レギュラー 

  《二回戦》 ｖｓ和歌山岩出ボーイズ ： ８月１１日 

和岩出 ０００４０１０｜５ 

生駒中 ００００４００｜４ 



    【投―捕】藤村３ 0/3、●吉住４－錦織 

    【安打】鎌田、鈴木、佐藤、江本 【二塁打】吉住 【三塁打】江本 

■第２３回 豊中大会 ： ルーキー 

《二回戦》 ｖｓナガセボーイズ ： ７月９日 

 ナガセ １０１０１０｜３ 

 生駒中 １０００００｜１ 

  【投―捕】●高尾５、矢野郎１－北森 

  【安打】上砂 【二塁打】宇都宮 

■第３０回 和歌山有田大会 ： レギュラー 

《三回戦》 ｖｓ和歌山御坊ボーイズ ： ７月９日 

 生駒中 ０２２０２００｜６ 

 和御坊 ００２０５１Ｘ｜７ 

  【投―捕】藤村４ 0/3、●錦織２－岡野虎 

  【安打】藤村、中谷瑠２、植田剛２ 【二塁打】錦織、鎌田、鈴木 

 

《二回戦》 ｖｓ泉州阪堺ボーイズ ： ７月８日 

 泉阪堺 ０１００   ｜１ 

 生駒中 ２２２５ｘ  ｜11  四回コールド 

  【投―捕】〇藤村３、吉住１－岡野虎 

  【安打】錦織、佐藤、江本、藤村、中谷瑠、鎌田、植田剛、吉住 【二塁打】中谷瑠 

■第４８回 選手権大会奈良県支部予選 ： レギュラー 

《準決勝》 ｖｓ生駒ボーイズ ： ６月１８日 

 生 駒 ０００３０１６｜10 

 生駒中 １００００３０｜４ 

  【投―捕】●藤村６ 1/3、錦織 2/3－岡野虎 

  【安打】藤村２、鎌田２、岡野虎２ 【三塁打】佐藤 

 

《二回戦》 ｖｓ五條ボーイズ ： ６月１７日 

 五 條 ００００００１｜１ 

 生駒中 １１２００２Ｘ｜６ 

  【投―捕】〇錦織６、吉住１－岡野虎 

  【安打】錦織、藤村、植田剛 【二塁打】岡野虎 【三塁打】鎌田 

 

《一回戦》 ｖｓ志貴ボーイズ ： ６月１１日 

 志 貴 ００１００００｜１ 

 生駒中 ００００００２｜２ｘ  サヨナラ 

  【投―捕】〇藤村７－岡野虎 

  【安打】中谷瑠２、黒松 【二塁打】植田剛 



■第９回 関西さわやか大会 ： ルーキー 

奈良県支部ラウンド 

《一回戦》 ｖｓ橿原ボーイズ ： ５月２７日 

 橿 原 ４１２０３ ｜10 

 生駒中 ０００２０ ｜２  五回コールド 

  【投―捕】●高尾１、清水２ 1/3、山口舞１ 2/3―北森 

  【安打】中村、熊田２、清水２ 【二塁打】宇都宮 

■第２０回 大和川大会 ： ルーキー 

《一回戦》 ｖｓ大東畷ボーイズ ： ５月２０日 

 生駒中 ０３０４  ｜７ 

 大東畷 ３４４３ｘ ｜14  四回コールド 

  【投―捕】●高尾２ 2/3、矢野１―上砂 

  【安打】北森２、上砂 【二塁打】宇都宮 【三塁打】笹田 

■第２０回 大和川大会 ： ジュニア 

《準決勝》 ｖｓ生駒ボーイズ ： ５月２７日 

 生駒中 ０００００００｜０ 

 生 駒 ０１１２００Ｘ｜４ 

  【投―捕】●田窪６－岡野京 

  【安打】津田、清水 【二塁打】黒松 

 

《準々決勝》 ｖｓ藤井寺ボーイズ ： ５月２１日 

 生駒中 １０００３０２｜６ 

 藤井寺 ０００３０００｜３ 

  【投―捕】田窪３、〇岡野京４－岡野京、仲林 

  【安打】黒松２、山口瑛２、勝田、藤井 【二塁打】山口瑛、岡野京 

 

《二回戦》 ｖｓ大阪堀江ボーイズ ： ５月２０日 

 生駒中 １０１３０２５｜12 

 大堀江 ２２０２０２０｜８ 

  【投―捕】岡野京３、〇田窪３、岡野京１―仲林、岡野京、仲林 

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

 

《一回戦》 ｖｓ兵庫神戸ボーイズ ： ５月１４日 

 生駒中 １０３２１３１｜11 

 兵神戸 １００１２００｜４ 

  【投―捕】〇岡野京７－仲林 

  【安打】山口瑛、岡野京２、勝田３、藤井海 【二塁打】黒松２、山口瑛、岡野京２、植田夏、田窪 【三塁打】黒松 

■第２０回 大和川大会 ：レギュラー 

《一回戦》 ｖｓ大東畷ボーイズ ： ５月１４日 

 大東畷 ００２１００１｜４ 



 生駒中 ００００００２｜２ 

  【投―捕】●藤村７－中谷 

  【安打】鈴木、錦織、臼井 【三塁打】藤村 

■第２５回 栗東さつき大会 ： ジュニア 

《四試合目》 ｖｓ東海中央ボーイズ Ａチーム ： ５月５日 

 生駒中 ０１００００ ｜１ 

 東海中 ３０１３００ｘ｜７ 六回裏途中時間切れコールド 

  【投―捕】●津田３ 1/3、田窪２ 2/3－岡野京 

  【安打】黒松２、矢野太、笹西、勝田 【本塁打】岡野京 

 

《三試合目》 ｖｓ滋賀湖南ボーイズ ： ５月５日 

 湖 南 ２０２００２ ｜６ 

 生駒中 ０００１００ ｜１ 六回時間切れコールド 

  【投―捕】●岡野京６－津田 

  【安打】黒松、津田、岡野京、勝田 【本塁打】岡野京 

 

《二試合目》 ｖｓ岐阜東ボーイズ ： ５月４日 

 岐阜東 ３６４０   ｜13 

 生駒中 ００００   ｜０ 四回コールド 

  【投―捕】●津田１ 2/3、山口舞 1/3、田窪２－岡野京 

  【安打】田窪 

 

《一試合目》 ｖｓ滋賀甲賀相模ボーイズ ： ５月４日 

 甲相模 ００００００ ｜０ 

 生駒中 １０１０４Ｘ ｜６ 六回時間切れコールド 

  【投―捕】〇黒松５、山口舞１－岡野京 

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

■第３１回綾部大会 ： レギュラー 

《一回戦》 ｖｓ京都嵯峨野ボーイズ ： ５月３日 

 生駒中 ０００００  ｜０ 

 嵯峨野 ０２１４Ｘ  ｜７ 五回コールド 

  【投―捕】●錦織４－岡野虎 

  【安打】錦織 【二塁打】錦織、植田剛 

■第１３回兵庫のじぎく大会 ： レギュラー 

《二回戦》 ｖｓ神戸ボーイズ ： ４月２１日 

 神 戸 ００３０１００ ０｜４ 

 生駒中 ００００００４ ０｜４ 延長８回 抽選にて次戦進出権獲得ならず 

  【投―捕】錦織４ 2/3、藤村３ 1/3－岡野京、錦織 

  【安打】藤村３、黒松 【二塁打】錦織 



■第８回古都大会 ： ジュニア 

《二回戦》 ｖｓ忠岡ボーイズ ： ３月２０日 

 忠 岡 ２００５０１５｜13 

 生駒中 ０００１０１０｜２ 

  【投―捕】●田窪３ 2/3、中田２ 1/3、清水１－岡野京 

  【安打】仲林、北野 【二塁打】黒松、仲林 

 

《一回戦》 ｖｓ京都宇治ボーイズ ： ３月１８日 

 京宇治 ３０１００００｜４ 

 生駒中 ０３００２０Ｘ｜５ 

  【投―捕】岡野京４、〇田窪３－仲林、岡野京 

  【安打】津田、黒松 

■第４７回春季全国大会 奈良県支部予選 ： レギュラー 

《二回戦》 ｖｓ葛城ボーイズ ： １２月１０日 

 生駒中 １２００００ ｜３ 

 葛 城 ３０２０２４x｜１１ 六回コールド 

  【投―捕】吉住、錦織、岡野虎、木下―岡野虎、錦織 

  【安打】錦織、植田剛２、岡野虎、黒松、江本 【二塁打】本山 

■第９回京都南山城ボーイズ１年生大会 ： ジュニア 

《一回戦》 ｖｓ湖南ボーイズ ： １１月２０日 

 湖 南 ００００１１５｜７ 

 生駒中 ２００００００｜２ 

  【投―捕】清水、田窪―岡野京 

  【安打】仲林 【本塁打】仲林 

■第１０回記念 レッドスターベースボールクラブ甲子園カップ ： 三年生 

《二回戦》 ｖｓ岡山ボーイズ ： １１月１３日 

 生駒中 ０００１１００｜２ 

 岡 山 ０００１２２Ｘ｜５ 

  【投―捕】山村、吉住―浦野 

  【安打】平野、綾野 【二塁打】小路 

 

《一回戦》 ｖｓ大阪レンジャーズ ： １１月１２日 

 生駒中 ４６００１  ｜11 

 大阪レ ０１２００  ｜３  五回コールド 

  【投―捕】安野、山村―浦野 

  【安打】山村２、平野、綾野、岡田、坂田、安野、中田大、小路 【二塁打】浦野２、平野２、坂田、黒川 【三塁打】岡田 

■第１６回奈良万葉大会 ： レギュラー 

《準々決勝》 ｖｓ阪神ボーイズ ： １１月６日 

 阪 神 ０１００２００｜３ 



 生駒中 ０００００２０｜２ 

  【投―捕】岡野虎、吉住－錦織、岡野虎 

  【安打】黒松、本山 【二塁打】錦織 【三塁打】鎌田 

 

《三回戦》 ｖｓ尾張ボーイズ ： １１月６日 

 生駒中 ０１２０２００｜５ 

 尾 張 ００１０１２０｜４ 

  【投―捕】錦織、吉住－岡野虎 

  【安打】佐藤、本山、錦織２、中谷２、鎌田、江本、植田剛 

 

《二回戦》 ｖｓ備前ボーイズ ： １１月５日 

 生駒中 ６８２０   ｜16 

 備 前 ００００   ｜０  四回コールド 

  【投―捕】吉住、木下、山口舞―岡野虎 

  【安打】黒松２、佐藤、錦織、中谷、岡野虎、本山、植田、吉住２、加藤、大浦、藤井、高橋 

  【二塁打】岡野虎 【三塁打】佐藤 

■第７回兵庫１年生大会 ： ジュニア 

《準々決勝》 ｖｓ大阪東ボーイズ ： １０月３０日 

 大阪東 ００２０３０｜５ 

 生駒中 １０００００｜１ 

  【投―捕】中田、山口舞―岡野京 

  【安打】仲林、藤井 【二塁打】藤井 

 

《三回戦》 ｖｓ忠岡ボーイズ ： １０月３０日 

 忠 岡 ００００００｜０ 

 生駒中 ０１００４Ｘ｜５ 

  【投―捕】田窪、清水―岡野京 

  【安打】黒松、勝田、山口瑛２ 【三塁打】仲林 

 

《二回戦》 ｖｓ神戸ボーイズ ： １０月２９日 

 神 戸 ０００１３ ｜４ 

 生駒中 ３０００３ｘ｜６  五回時間切れコールド 

  【投―捕】山口舞、中田―岡野京 

  【安打】黒松、勝田、山口瑛、仲林、藤井３、岡野京、笹西 【二塁打】仲林 

 

《一回戦》 ｖｓ姫路ボーイズ ： １０月２９日 

 姫 路 ０１００  ｜１ 

 生駒中 ３００５ｘ ｜８  四回コールド 

  【投―捕】田窪―岡野京 

  【安打】黒松、勝田２ 【二塁打】岡野京 【三塁打】黒松、仲林 



■第１２回大阪阪南１年生親善大会 ： ジュニア 

《二回戦》 ｖｓ中百舌鳥ボーイズ ： １０月８日 

 生駒中 ２００００１｜３ 

 中百舌 ３０２００Ｘ｜５ 

  【投―捕】清水、中田友、田窪―岡野京 

  【安打】黒松２、勝田２、仲林 【二塁打】仲林 

 

《一回戦》 ｖｓ大正ボーイズ ： １０月 2 日 

 生駒中 ０００１１１｜３ 

 大 正 ００００００｜０ 

  【投―捕】清水―岡野京 

  【安打】清水、山口瑛、藤井、岡野京 

■第４６回関西秋季大会 奈良県支部予選 ： レギュラー 

 《一回戦》 ｖｓ橿原ボーイズ ： ９月１９日 

  生駒中 ００１０００１｜２ 

  橿 原 ０１００２０Ｘ｜３ 

   【投―捕】錦織―岡野虎 

   【安打】錦織、佐藤３、中谷、本山、吉住 

 

■第２４回奈良若草大会 ： レギュラー 

 《二回戦》 ｖｓナガセボーイズ ： ９月１０日 

  生駒中 ００００００１｜１ 

  ナガセ ００００２０Ｘ｜２ 

   【投ー捕】岡野虎ー錦織 

   【安打】錦織、植田剛 【本塁打】植田剛（ソロ） 

 

 《一回戦》 ｖｓ弥刀東ボーイズ ： ９月１０日 

  生駒中 ６１１０２  ｜10 

  弥刀東 ００３００  ｜３  五回コールド 

   【投ー捕】錦織ー岡野虎 

   【安打】錦織３、中谷、鎌田３、鈴木、本山 【二塁打】岡野虎、中谷 【三塁打】錦織、岡野虎 

 


