
オープン戦（１０期~１２期）平成２８年度（H27.9～） 

【オープン戦】 

■８月２７日 ： 京田辺ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ３４０１０００｜８ 

  京田辺 ２０００３１０｜６ 

   【投ー捕】岡野虎、江本舜ー中谷 

   【安打】錦織３、鎌田２、鈴木２、佐藤２、中谷 【三塁打】佐藤、岡野虎、本山 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００１２０１｜４ 

  京田辺 ２０００００２｜４ 引き分け 

   【投ー捕】吉住、鎌田ー岡野虎 

   【安打】大浦２、江本舜２、岡野虎３、錦織、中谷 【二塁打】岡野虎、本山、植田剛 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００１０１１５｜８ 

  京田辺 ０１０４０００｜５ 

   【投ー捕】木下、鈴木、鎌田ー錦織 

   【安打】木下、岡野虎、江本舜、佐藤、鎌田、錦織、植田剛、本山 

   【二塁打】佐藤、植田剛、江本舜 【三塁打】錦織、佐藤 

 

■８月２１日 ： ヤングビクトリー 

 １試合目（レギュラー） 

  ビクト ００００００ ｜０ 

  生駒中 １０１０３２ｘ｜７ 六回コールド 

   【投ー捕】築山、藤原ー安野 

   【安打】綾野、坂田、安野、築山、竹田 【二塁打】山村、綾野、岡田、安野 【三塁打】中田大 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００２０００｜２ 

  ビクト ３００００４Ｘ｜７ 

   【投ー捕】山村、黒川ー浦野 

   【安打】井口、江本光、青木、山村、森本、中川 【二塁打】中川２ 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 １００２０００｜３ 

  ビクト ３０００２０Ｘ｜５ 

   【投ー捕】安野、藤原ー浦野 

   【安打】山村、名迫、岡田、坂田、中田大、浦野 【二塁打】中田大 

 



■８月２０日 ： 関西女子 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ４１３２６２１｜19 

  関西女 ０００００００｜０ 

   【投ー捕】築山、安野、黒川ー安野、浦野 

   【安打】名迫、綾野、坂田、中田大、竹田２、安野２、築山、森本２、藤原、黒川 

   【二塁打】岡田、名迫、坂田、中田大、平野 【三塁打】黒川、中田大 【本塁打】平野 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  関西女 ０００００００｜０ 引き分け 

   【投ー捕】清水、中田友、田窪ー岡野京 

   【安打】清水、中田友、岡野京 

 

■８月１４日 ： 南都ボーイズ、桑員ボーイズ 

【喜多重機】 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００００１０｜１ 

  桑 員 ０１０００００｜１ 引き分け 

   【投ー捕】錦織ー岡野虎 

   【安打】錦織２、岡野虎、江本舜 【二塁打】錦織、吉住 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  桑 員 ０１０２１０２｜６ 

  生駒中 １０２０１００｜４ 

   【投ー捕】木下、江本舜、吉住ー中谷、本山 

   【安打】佐藤２、岡野虎、本山、江本舜 【二塁打】中谷、高橋 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００３０２０４｜９ 

  桑 員 １０００３１０｜５ 

   【投ー捕】岡野虎、鎌田、藤村、鈴木ー錦織 

   【安打】江本舜、鎌田、鈴木、中谷、木下、吉住 【二塁打】錦織２、中谷、植田剛 【三塁打】錦織、江本舜 

 

【イトーキ】 

 １試合目（ルーキー） 

  南 都 ００２１０３｜６ 

  生駒中 ００００１０｜１ 

   【投ー捕】清水、河合ー仲林、山口瑛 

   【安打】笹西 

 

 ２試合名（ルーキー） 



  生駒中 ００１０１１｜３ 

  桑 員 １００００１｜２ 

   【投ー捕】山口舞、中田友、津田、黒松ー岡野京 

   【安打】勝田２、藤井、黒松、岡野京 【三塁打】植田夏 【本塁打】黒松 

 

■８月１３日 ： 岸和田リトルシニア 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０１２０２００｜５ 

  岸和田 １００００００｜１ 

   【投ー捕】木下、鈴木、藤村ー岡野虎 

   【安打】佐藤、錦織３、中谷２、岡野虎、吉住、木下 【二塁打】佐藤、鈴木 【本塁打】吉住 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  岸和田 ００００１  ｜１ 

  生駒中 ２５２０Ｘ  ｜９ 五回コールド 

   【投ー捕】清水、中田友ー仲林 

   【安打】黒松、津田 【二塁打】仲林 【三塁打】勝田 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２３１６   ｜12 

  岸和田 ００２０   ｜２ 四回コールド 

   【投ー捕】江本舜、岡野虎ー中谷 

   【安打】錦織、岡野虎、高橋、鈴木、江本舜、臼井 【二塁打】本山、岡野虎２、江本舜、鈴木 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  岸和田 １２０００００｜３ 

  生駒中 ００３２２０Ｘ｜７ 

   【投ー捕】河合、岡野京ー山口瑛 

   【安打】山口瑛、北野、岡野京、田窪 【二塁打】中田友 【三塁打】岡野京 

 

■８月１１日 ： 枚方リトルシニア 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１０００００｜１ 

  枚方Ｓ ００００２０Ｘ｜２ 

   【投ー捕】安野ー浦野 

   【安打】山村、中田大２、岡田、安野、平野 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 １００００１０｜２ 

  枚方Ｓ ０００１０００｜１ 

   【投ー捕】木下、江本舜、錦織ー岡野虎 

   【安打】錦織、植田、中谷、高橋 【二塁打】錦織 



 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ４１０００３１｜９ 

  枚方Ｓ ０７１０２１Ｘ｜11 

   【投ー捕】山村、藤原、名迫ー竹田 

   【安打】青木、竹田、綾野、江本光、岡田、錦織、築山 【二塁打】青木２、竹田、錦織 【三塁打】青木 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０３０００００｜３ 

  枚方Ｓ １００００２０｜３ 引き分け 

   【投ー捕】清水、山口舞、中田友、岡野京、河合ー仲林 

   【安打】勝田、清水、藤井、黒松２ 【三塁打】北野 

 

■８月７日 ： 宇陀ボーイズ 

【榛原健民Ｇ】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２０００１００｜３ 

  宇 陀 ０１１０１００｜３  引き分け 

   【投手】名迫、藤原、黒川 

   【安打】岡田、名迫、森本 【二塁打】坂田、岡田 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  宇 陀 ００３３２２０｜10 

  生駒中 ０００２２００｜４ 

   【投手】山村、安野、黒川、浦野 

   【安打】青木２、平野、山村、坂田、中田大２、黒川、森本 

 

【イトーキＧ】 

 １試合目（ジュニア） 

  宇 陀 ２０６３０  ｜11 

  生駒中 ２０００１  ｜３  五回コールド 

   【投ー捕】錦織、鎌田ー岡野虎 

   【安打】中谷２、岡野虎 【二塁打】中谷 【三塁打】錦織、佐藤 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  生駒中 ２００２００｜４ 

  宇 陀 ００１０３０｜４  引き分け 

   【投ー捕】清水、中田友ー仲林 

   【安打】勝田、笹西２、清水 【二塁打】山口瑛、藤井 【三塁打】山口瑛、仲林 【本塁打】黒松 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 １０３１０６ ｜11 



  宇 陀 ０００１００ ｜１  六回コールド 

   【投ー捕】木下、吉住ー岡野虎 

   【安打】錦織３、岡野虎、中谷、大浦、木下 【三塁打】岡野、中谷 【本塁打】鈴木、大浦 

 

 ４試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０３０４２０｜９ 

  宇 陀 ２１００１１｜５ 

   【投ー捕】河合、田窪、岡野京、津田ー山口瑛 

   【安打】山口瑛、北野３、田窪２、植田夏、河合、黒松、岡野京 【二塁打】笹西 

   【三塁打】黒松、藤井 【本塁打】黒松、津田 

 

■８月６日 ： 松坂梅村リトルシニア 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００１   ｜１ 

  松坂梅 ３３３２ｘ  ｜11 四回コールド 

   【投手】安野、山村、名迫 

   【安打】中田大、坂田、藤原、青木、竹田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  松坂梅 ４０１１０００｜６ 

  生駒中 ００００１００｜１ 

   【投手】錦織、江本舜 

   【安打】佐藤、吉住、植田 【二塁打】岡野虎 

 

 ３試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０００００ ｜０ 

  松坂梅 ５０００２ｘ｜７ 五回コールド 

   【投手】岡野京、清水、中田友 

   【安打】笹西２、北野 

 

■７月３０日 ： レッドスターベースボールクラブ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００４００４｜８ 

  レッド ２１００００１｜４ 

   【投ー捕】名迫ー安野 

   【安打】山村２、綾野、坂田、岡田２、安野２、名迫２ 【二塁打】坂田 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０７０３   ｜10 

  レッド ００００   ｜０  四回コールド 

   【投ー捕】築山、藤原ー浦野 

   【安打】青木、小路、森本、浦野、藤原２、江本光 



 

■７月２４日 ： 京都南山城ボーイズ、志貴ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００２０００｜２ 

  南山城 ００１００００｜１ 

   【投ー捕】安野ー竹田 

   【安打】綾野、坂田２ 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  志 貴 ０００００００｜０ 

  生駒中 ００００００１｜１  サヨナラ 

   【投ー捕】山村、藤原ー浦野 

   【安打】井口、坂田 

 

■７月１８日 ： 京田辺ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００１１０２｜４ 

  京田辺 １０１０１００｜３ 

   【投ー捕】江本舜、木下ー岡野虎 

   【安打】錦織２、本山、大浦 【二塁打】錦織、岡野虎 【三塁打】江本舜 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ４０２０１  ｜７ 

  南 都 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投ー捕】鈴木ー岡野虎 

   【安打】錦織３、植田、山口舞、岡野虎、臼井、中田大 【二塁打】鈴木 【三塁打】中谷 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  京田辺 ００１０１１０｜３ 

  生駒中 ００１０３０Ｘ｜４ 

   【投ー捕】吉住、岡野虎ー中谷 

   【安打】江本舜２ 【二塁打】錦織 【三塁打】吉住 

 

 ４試合目 

  京田辺 ０００００１０｜１ 

  生駒中 １００００１Ｘ｜２ 

   【投ー捕】山口舞、清水、本山ー仲林 

   【安打】植田、勝田、吉住、大浦 【三塁打】植田、吉住 

 

■７月１７日 ： 南都ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０００１００｜３ 



  南 都 ０１０００１０｜２ 

   【投ー捕】錦織、江本舜ー岡野虎 

   【安打】錦織２、佐藤３、本山、吉住 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  南 都 １１０００００｜２ 

  生駒中 ０１４００１Ｘ｜６ 

   【投ー捕】鎌田、鈴木ー岡野虎 

   【安打】木下、野上 【三塁打】中田大 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 １０１１０００｜３ 

  南 都 ０２０００００｜２ 

   【投ー捕】岡野虎、木下ー錦織、岡野虎 

   【安打】錦織、木下、鎌田、中谷２、吉住 【二塁打】錦織、吉住 

 

■７月１０日 ： 木津川リトルシニア 

 １試合目（ルーキー） 

  木津川 １０２００００｜３ 

  生駒中 ００１００００｜１ 

   【投ー捕】岡野京、中田友ー山口瑛 

   【三塁打】山口瑛 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  生駒中 １３００１００｜５ 

  木津川 ２２０２００ｘ｜６ 

   【投ー捕】清水、田窪、河合ー仲林 

   【安打】水野３、田窪、仲林、山口瑛、勝田 

 

■６月２５日 ： 大阪北ボーイズ 

【ミキハウス】 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００１０００１｜２ 

  大阪北 ００１１０００｜２  引き分け 

   【投ー捕】名迫、藤原、山村ー安野、浦野 

   【安打】山村２、名迫、青木、築山 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２４０１０００｜７ 

  大阪北 ３２０１３０Ｘ｜９ 

   【投ー捕】江本舜、錦織ー岡野虎 

   【安打】錦織２、岡野虎、中谷、本山、江本舜、鈴木 【二塁打】佐藤 【三塁打】岡野虎 



 

【草竹 G】 

 １試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０１０１２０｜４ 

  大阪北 ０２１２０Ｘ｜５ 

   【投ー捕】中田友、田窪ー山口瑛 

   【安打】中田友、北野、藤井 【二塁打】藤井 【三塁打】山口瑛 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  生駒中 ３３２００ ｜８ 

  大阪北 １０１００ ｜２  時間切れコールド 

   【投ー捕】河合、山口舞ー津田 

   【安打】山口瑛２、勝田３、矢野２、津田、笹西 【二塁打】清水、山口瑛 

 

 ３試合目（ルーキー） 

  生駒中 ００１１２０｜４ 

  大阪北 ０００３０１｜４  引き分け 

   【投ー捕】清水、田窪ー山口瑛、津田 

   【安打】山口瑛、北野、津田、藤井、山口舞、田窪、中田友 【二塁打】津田 

 

■５月２１日 ： 住吉ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  住 吉 ０２１１２０２｜８ 

  生駒中 ０１１０１００｜３ 

   【投ー捕】山村、築山ー安野 

   【安打】岡田、名迫、綾野 【二塁打】岡田、綾野２、竹田 【三塁打】名迫、安野 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  住 吉 １０６００  ｜７ 

  生駒中 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投ー捕】錦織、鈴木ー中谷 

   【安打】植田、錦織 【二塁打】佐藤 

 

 ３試合目（ルーキー） 

  住 吉 ２０１０００｜３ 

  生駒中 １２１００Ｘ｜４ 

   【投ー捕】中田友、田窪、河合ー仲林 

   【安打】山口瑛、北野、津田、清水、水野、田窪 

 

 ４試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００００   ｜０ 

  住 吉 ０５１４Ｘ  ｜10ⅹ  四回コールド 



   【投ー捕】藤原、黒川ー中田大 

   【安打】青木 【二塁打】中田大、平野 

 

 ５試合目（ジュニア） 

  生駒中 ３００１０１０｜５ 

  住 吉 ２０１２１２Ｘ｜８ 

   【投ー捕】木下、鈴木ー仲林、岡野京 

   【安打】佐藤２、植田、中谷、鈴木、大浦 【三塁打】錦織、吉住 

 

■５月１５日 ： 住吉ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  住 吉 ２２０００４２｜10 

  生駒中 １２０００００｜３ 

   【投ー捕】安野、山村ー浦野 

   【安打】山村２、岡田、浦野、中川、綾野 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  住 吉 ００３００００｜３ 

  生駒中 １０００６０Ｘ｜７ 

   【投ー捕】鎌田、江本舜、木下ー中谷 

   【安打】大浦、佐藤２、植田、岡野虎、錦織、中谷 【三塁打】中谷 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ５００１００１｜７ 

  住 吉 ２００３１０１｜７ 

   【投ー捕】藤原、山村ー安野 

   【安打】青木、小路、平野、森本、江本光、安野、岡田 【二塁打】安野 【三塁打】平野 

 

■５月１４日 ： 箕面ボーイズ 

 レギュラー （１試合目） 

  箕 面 ００３００１６｜10 

  生駒中 ００００１０２｜３ 

   【投ー捕】築山、山村ー浦野 

   【安打】山村、綾野、築山、平野、中田大、坂田 【二塁打】浦野２、平野、中川 

 

 レギュラー（２試合目） 

  箕 面 ０００３０００｜３ 

  生駒中 １１０００１１｜４ｘ  サヨナラ 

   【投ー捕】藤原、安野ー竹田 

   【安打】竹田、森本、藤原、中川２ 【二塁打】竹田 【三塁打】小路、安野 

 

 ジュニア（１試合目） 



  生駒中 ００００００３｜３ 

  箕 面 ３０１０４５Ｘ｜13 

   【投ー捕】木下、江本舜ー植田 

   【安打】岡野虎、大浦、植田 【三塁打】中谷 【本塁打】植田 

 

 ジュニア（２試合目） 

  生駒中 ３０００１００｜４ 

  箕 面 ００００３３Ｘ｜６ 

   【投ー捕】鈴木、錦織ー中谷 

   【安打】佐藤、江本舜、中谷、吉住、岡野虎 【二塁打】岡野虎、錦織 

 

 ルーキー（１試合目） 

  生駒中 ０２０１２13｜18 

  箕 面 ００１０００｜１ 

   【投ー捕】中田友、河合ー仲林 

   【安打】勝田２、笹西、藤井、中田友、河合、田窪 【二塁打】仲林、岡野京、藤井 【三塁打】仲林 

 

 ルーキー（２試合目） 

  箕 面 ２００１１５｜９ 

  生駒中 ０10１０１X｜12 

   【投ー捕】田窪、清水ー岡野京 

   【安打】藤井、河合、田窪、水野 【二塁打】山口瑛 【三塁打】山口瑛 

 

■５月３日 ： 京田辺ボーイズ 

 １試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０１００４０｜５ 

  京田辺 ０００００３｜３ 

   【投ー捕】中田友、河合ー仲林 

   【安打】勝田、田窪、北野２、仲林２、中田友、山口瑛、笹西、水野 【二塁打】岡野京 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０００１２０｜３ 

  京田辺 ００５００Ｘ｜５ 

   【投ー捕】岡野京、田窪ー山口瑛 

   【安打】山口瑛、岡野京、田窪、勝田、矢野 【二塁打】岡野京、水野 

 

 ３試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０２００１０｜３ 

  京田辺 ００００１０｜１ 

   【投ー捕】清水ー岡野京 

   【安打】水野、清水、仲林、山口瑛、津田 【二塁打】岡野京 

 



■４月３０日 ： 大阪北ボーイズ 

 １試合目（ルーキー） 

  生駒中 ５０００１０｜６ 

  大阪北 ０２１１５Ｘ｜９ 

   【投ー捕】清水、田窪、河合ー仲林 

   【安打】勝田、笹西２、水野、田窪 【二塁打】山口瑛、仲林 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  生駒中 ００２０１０｜３ 

  大阪北 ００１０００｜１ 

   【投ー捕】中田友ー岡野京 

   【安打】勝田、山口瑛、岡野京、河合２、中田友 【二塁打】仲林２ 

 

■４月２９日 ： 大和ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ３２０００４１｜10 

  大 和 ００４０００１｜５ 

   【投ー捕】築山、安野、山村ー竹田、浦野 

   【安打】竹田２、浦野、山村、藤原、中川、野上、築山、江本光２ 【二塁打】岡田、中田、安野 

   【三塁打】平野 【本塁打】綾野 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ３０００６  ｜９ 

  大 和 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投ー捕】木下、鎌田、鈴木ー植田、中谷 

   【安打】錦織、佐藤２、高橋、吉住、江本舜、中谷 【二塁打】鈴木 【三塁打】吉住、鎌田 

 

 ３試合目（ルーキー） 

  大 和 ０５０２００｜７ 

  生駒中 ０１１０５０｜７ 

   【投ー捕】中田友、山口舞、河合ー仲林、山口瑛 

   【安打】北野、山口瑛、岡野京、笹西、清水、田窪 【二塁打】清水、水野 

 

 ４試合目（レギュラー） 

  大 和 ０１０００００｜１ 

  生駒中 ００１０４０Ｘ｜５ 

   【投ー捕】名迫、黒川、藤原ー安野、浦野 

   【安打】山村、中田、安野２ 【三塁打】山村、岡田、綾野 

 

■４月１０日 ： レッドスターベースボールクラブ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００１０５００｜６ 



  レッド ０１７００２Ｘ｜10 

   【投ー捕】安野、藤原、築山ー竹田 

   【安打】江本光、坂田、名迫２、中川２、中田大、築山、安野 【二塁打】竹田２、坂田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００１０４０｜５ 

  レッド ０２２１３０Ｘ｜８ 

   【投ー捕】木下、江本舜ー植田 

   【安打】佐藤、植田 【二塁打】錦織、鎌田、吉住、本山 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００００１００｜１ 

  レッド １１００００Ｘ｜２ 

   【投ー捕】山村、名迫、築山ー浦野、安野 

   【安打】岡田２、浦野、江本光 【二塁打】黒川、岡田 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 １１０２０００｜４ 

  レッド ２４００１０Ｘ｜７ 

   【投ー捕】鎌田、鈴木ー本山 

   【安打】臼井、植田、本山、加藤、佐藤 【二塁打】錦織２、大浦 

 

■４月１０日 ： 南都ボーイズ 

 １試合目（ルーキー） 

  生駒中 ０２００００｜２ 

  南 都 ００００００｜０ 

   【投ー捕】岡野京、中田友ー仲林 

   【安打】山口瑛、岡野京、仲林 【二塁打】清水 

 

 ２試合目（ルーキー） 

  生駒中 １０００００｜１ 

  南 都 ４１０２０Ｘ｜７ 

   【投ー捕】清水、水野ー仲林 

   【安打】仲林、津田 

 

 ３試合目（ルーキー） 

  生駒中 ２０２００１｜５ 

  南 都 ００１０００｜１ 

   【投ー捕】田窪、仲林、河合ー山口瑛、仲林 

   【安打】山口瑛、北野２、矢野、津田 【二塁打】勝田、笹西、北野 

 

■４月９日 ： 松原ボーイズ 



 １試合目（ジュニア） 

  松 原 ２０６００  ｜８ 

  生駒中 ００００１  ｜１  五回コールド 

   【投ー捕】木下、吉住、江本舜ー本山 

   【安打】植田、錦織 【二塁打】佐藤 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  松 原 ００５０１２０｜８ 

  生駒中 １０１０８０Ⅹ｜10 

   【投ー捕】山口舞、鈴木、鎌田ー植田 

   【安打】錦織２、木下４、大浦、本山、臼井、植田 【二塁打】植田、佐藤、本山 

 

■３月２７日 ： 大阪此花ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１０００００｜１ 

  此 花 １００００００｜１ 

   【投ー捕】安野ー竹田、浦野 

   【安打】名迫２、浦野、坂田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 １００７０  ｜８ 

  此 花 １００００  ｜１  五回コールド 

   【投ー捕】江本舜、吉住ー中谷 

   【安打】佐藤２、本山、高橋、中谷、鎌田、吉住、鈴木、江本舜２ 【三塁打】鈴木 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１０００００｜１ 

  此 花 ２０００００Ⅹ｜２ 

   【投ー捕】築山ー安野、藤原 

   【安打】青木、小路、築山 【二塁打】綾野 【三塁打】築山、黒川 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 １０００１４｜６ 

  此 花 ０００００１｜１  時間切れ六回打ち切り 

   【投ー捕】山口舞ー本山 

   【安打】大浦、鈴木、木下、本山、吉住 【二塁打】本山 【三塁打】木下 

 

 ５試合目（ルーキー） 

  生駒中 ００３１１｜５ 

  此 花 ３０００１｜４  時間切れ五回打ち切り 

   【投ー捕】清水、田窪、中田友、河合ー中林 

   【安打】清水、水野、勝田 【三塁打】中林 



 

■３月２０日 ： ウェストジャパン 

 １試合目（レギュラー） 

  W Ｊ ０００００００｜０ 

  生駒中 ０１０００１Ⅹ｜２ 

   【投ー捕】山村ー浦野 

   【安打】中田、名迫 【二塁打】坂田、名迫、平野 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  W Ｊ ０００００００｜０ 

  生駒中 ２１７００４Ⅹ｜14 

   【投ー捕】吉住、木下、江本舜ー岡野虎、中谷 

   【安打】佐藤２、臼井、植田、鈴木、木下 【二塁打】中谷 【三塁打】植田、吉住 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ００２０００１｜３ 

  W Ｊ ０００００００｜０ 

   【投ー捕】藤原、名迫ー浦野 

   【安打】江本光、浦野２ 【二塁打】井口２、坂田 

 

■３月１３日 ： 京田辺ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  京田辺 ００００００１｜１ 

  生駒中 ０００００００｜０ 

   【投ー捕】安野、藤原ー浦野 

   【安打】綾野、中川 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００１００００｜１ 

  京田辺 ０１１０１０Ⅹ｜３ 

   【投ー捕】岡野、鎌田ー中谷 

   【安打】植田 【二塁打】佐藤、本山 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 １００００００｜１ 

  京田辺 ０００１０１Ⅹ｜２ 

   【投ー捕】築山、黒川ー竹田 

   【安打】坂田、平野２、竹田、森本僚 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  京田辺 ００５００００｜５ 

  生駒中 ０００６００Ⅹ｜６ 



   【投ー捕】木下、江本舜ー岡野虎 

   【安打】佐藤、鎌田、岡野虎、本山、藤村、吉住２、木下 【二塁打】岡野虎 

 

 ５試合目（レギュラー） 

  京田辺 ０００２０００｜２ 

  生駒中 ００００１００｜１ 

   【投ー捕】山村ー安野 

   【安打】小路２、坂田、綾野、山村 【二塁打】綾野 

 

■３月６日 ： 住吉ボーイズ 

 ○太子グランド（レギュラー） 

 １試合目 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  住 吉 ０００００２Ｘ｜２ 

   【投ー捕】安野ー竹田 

   【安打】平野、中田 【二塁打】綾野 

 

 ２試合目 

  住 吉 ３０４００００｜７ 

  生駒中 ０００２０００｜２ 

   【投ー捕】黒川、山村ー浦野 

   【安打】藤原２、森本、山村、小路 【二塁打】浦野 

 

 ３試合目 

  生駒中 １０００１０９｜11 

  住 吉 １００００００｜１ 

   【投ー捕】築山、名迫ー安野 

   【安打】中田、竹田、坂田３、平野、小路、安野、井口 【二塁打】綾野、山村 【三塁打】竹田 

 

 ○草竹グランド（ジュニア） 

 １試合目 

  住 吉 １０３０２００｜６ 

  生駒中 ０１０００００｜１ 

   【投ー捕】木下ー岡野虎 

   【安打】江本舜、吉住、大浦、木下２、岡野虎 【二塁打】岡野虎 

 

 ２試合目 

  生駒中 １００００００｜１ 

  住 吉 ００１１１１Ｘ｜４ 

   【投ー捕】吉住、江本舜ー岡野虎、中谷 

   【安打】臼井、藤村、加藤 【三塁打】岡野虎 

 



 ３試合目 

  住 吉 １４０００００｜５ 

  生駒中 ６００３００Ｘ｜９ 

   【投ー捕】岡野虎、鎌田、藤村ー中谷 

   【安打】本山、中谷、吉住、佐藤 【二塁打】吉住、岡野虎、中谷 【三塁打】鎌田 

 

■２月２８日 ： 生駒リトルシニア 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒シ ０１０００００｜１ 

  生駒中 ０１１０１１Ｘ｜４ 

   【投ー捕】安野、築山ー竹田 

   【安打】岡田、浦野、中田、名迫 【二塁打】岡田 【三塁打】竹田 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０２００１００｜３ 

  生駒シ ０００００００｜０ 

   【投ー捕】黒川、山村ー藤原 

   【安打】平野２、小路 【三塁打】藤原 

 

■２月２８日 ： 南都ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  南 都 ００２０１０Ｘ｜３ 

   【投ー捕】木下ー岡野虎 

   【安打】江本舜、中谷、鎌田、吉住、鈴木、大浦 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  南 都 ０００００００｜０ 

  生駒中 ０１０１１０Ｘ｜３ 

   【投ー捕】吉住、江本舜ー中谷 

   【安打】藤村、大浦、中谷、江本舜、岡野虎２、臼井２、加藤 【三塁打】中谷 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 １０００１００｜２ 

  南 都 ０００１００１｜２ 

   【投ー捕】岡野虎、鎌田、藤村ー本山、岡野虎 

   【安打】本山２、植田、大浦 【二塁打】中谷 

 

■２月２１日 ： 東淀川ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  東淀川 ４０１１２０Ｘ｜８ 



   【投ー捕】築山、山村ー安野 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  東淀川 ００１１０１Ｘ｜３ 

   【投ー捕】吉住、藤村ー岡野虎 

   【安打】鈴木、高橋、江本舜 【二塁打】岡野虎 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 １００００００｜１ 

  東淀川 ００３１１１Ｘ｜６ 

   【投ー捕】安野、木下ー竹田 

   【安打】中川、竹田、平野、小路、青木 【二塁打】藤原 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  東淀川 ０１０３２００｜６ 

  生駒中 ０１１２０００｜４ 

   【投ー捕】鎌田、岡野虎ー中谷 

   【安打】佐藤、大浦２、岡野虎、臼井、植田 

 

■２月１１日 ： 豊中ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  豊 中 ０１１００１２｜５ 

  生駒中 ００００２００｜２ 

   【投ー捕】築山、名迫ー竹田 

   【安打】竹田２、綾野、浦野 【二塁打】浦野 【三塁打】竹田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  豊 中 ００２０００１｜３ 

  生駒中 １０１００００｜２ 

   【投ー捕】木下、鈴木ー岡野虎 

   【安打】佐藤２、岡野虎、中谷２、本山 【三塁打】岡野虎 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ２１５０２  ｜10 

  豊 中 ０００００  ｜０  五回コールド 

   【投ー捕】山村、黒川、藤原ー浦野 

   【安打】竹田、中川、山村、野上、藤原、青木、黒川２ 【二塁打】岡田 【三塁打】浦野 【本塁打】中田、岡田 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０３０００４０｜７ 

  豊 中 ０００００２１｜３ 



   【投ー捕】岡野虎、鎌田、藤村、江本舜ー中谷、本山 

   【安打】臼井、岡野虎、加藤、山口舞、鈴木、吉住、藤村、植田 【三塁打】佐藤２ 

 

■２月６日 ： 宇陀リトルシニア 

 １試合目（ジュニア） 

  宇陀Ｓ ００００   ｜０ 

  生駒中 ５０１２   ｜８  四回コールド 

   【投ー捕】木下、山口ー岡野虎 

   【安打】佐藤、岡野虎２、吉住、本山 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００１１００｜２ 

  宇陀Ｓ ０００００１０｜１ 

   【投ー捕】築山、山村、平野ー浦野 

   【安打】竹田２、江本光、中田２、浦野、山村、中川２ 【二塁打】浦野 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  生駒中 １３００１０ ｜５ 

  宇陀Ｓ ０００００４ ｜４  時間切れコールド 

   【投ー捕】岡野虎、吉住、本山ー中谷 

   【安打】大浦、岡野虎、鎌田２  【二塁打】岡野虎 

 

 ４試合目（レギュラー） 

  生駒中 ３００００００｜３ 

  宇陀Ｓ ００１００００｜１ 

   【投ー捕】藤原、名迫ー竹田 

   【安打】小路、岡田、竹田、名迫、平野  【本塁打】竹田 

 

■１２月２０日 ： 葛城ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００４００２０｜６ 

  葛 城 ０１００００１｜２ 

   【投ー捕】吉住、本山ー本山、錦織 

   【安打】藤村２、吉住、錦織、本山２、高橋、臼井 【二塁打】鎌田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００２００７０｜９ 

  葛 城 ００００３００｜３ 

   【投ー捕】岡野虎、藤村、鎌田ー中谷 

   【安打】錦織３、岡野虎３、中谷２、吉住、大浦２、清水、江本２ 【二塁打】鈴木、中谷 【三塁打】吉住 

 

 ３試合目（ジュニア） 



  生駒中 ００００３３０｜６ 

  葛 城 ００１１０００｜２ 

   【投ー捕】木下、錦織ー岡野虎 

   【安打】本山、鎌田、大浦、臼井、高橋 【二塁打】本山、鈴木 【三塁打】大浦 

 

■１１月２９日 ： 松原ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  松 原 ０５０００１０｜６ 

  生駒中 ０１２０００１｜４ 

   【投ー捕】安野、名迫ー竹田 

   【安打】綾野、平野、岡田２、中田、浦野３、名迫、江本光 【二塁打】岡田２ 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１２００１３｜７ 

  松 原 ２０００１００｜３ 

   【投ー捕】築山ー安野 

   【安打】小路、中川、黒川、井口、森本僚２、綾野、築山、安野 【二塁打】名迫 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  松 原 ０００００１｜１ 

  生駒中 ００００００｜０ 

   【投ー捕】木下ー岡野虎 

   【安打】岡野虎、大浦、藤村、江本舜 【二塁打】岡野虎 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２０１３０１｜７ 

  松 原 １０４０４ｘ｜９ 

   【投ー捕】錦織、岡野虎ー岡野虎、錦織 

   【安打】江本舜２、臼井、岡野虎、中谷２、錦織、大浦、高橋、鈴木 【二塁打】鈴木 

 

■１１月２３日 ： 滋賀栗東ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  滋栗東 １００００００｜１ 

  生駒中 ０００００６Ⅹ｜６ 

   【投ー捕】安野、名迫ー竹田 

   【安打】錦織、綾野、岡田３、坂田、浦野、名迫  【本塁打】竹田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２１０００００｜３ 

  滋栗東 ０００００２０｜２ 

   【投ー捕】岡野虎、藤村、吉住ー本山、錦織 

   【安打】吉住、江本舜２、中谷、植田 【二塁打】岡野虎、本山、植田 



 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００  ｜０ 

  滋栗東 ００３０４ｘ ｜７ 五回コールド 

   【投ー捕】築山、山村、坂田ー安野 

   【安打】小路 【二塁打】青木 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  滋栗東 ０００００  ｜０ 

  生駒中 ０２１６ｘ  ｜９ 五回コールド 

   【投ー捕】木下、鈴木ー岡野虎 

   【安打】鈴木、錦織２、中谷、木下、大浦 【二塁打】岡野虎 【三塁打】岡野虎、本山、高橋 

■１１月２２日 ： 小松ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  小 松 ０００００００｜０ 

  生駒中 １００２０２Ⅹ｜５ 

   【投ー捕】錦織、鈴木、木下ー岡野虎、本山 

   【安打】錦織２、大浦、鎌田２、高橋、本山 【二塁打】岡野虎、吉住 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００１１３０３｜８ 

  小 松 ０００１３００｜４ 

   【投ー捕】吉住、鎌田、江本舜ー岡野虎 

   【安打】錦織、岡野虎２ 【二塁打】錦織、本山、木下 【三塁打】臼井 

■１１月３日 ： 三田ヤング 

 １試合目（レギュラー） 

  三田ヤ ０１０１２１０｜５ 

  生駒中 ０００００００｜０ 

   【投ー捕】築山、名迫ー安野、浦野 

   【安打】中川、中田、江本光 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ３００２１０｜６ 

  三田ヤ ０００１００｜１ 

   【投ー捕】岡野虎、吉住ー本山 

   【安打】錦織２、岡野虎、中谷２、吉住２、大浦、山口舞 【二塁打】錦織 【三塁打】錦織、中谷 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１００１０１｜３ 

  三田ヤ ２０２０３０Ｘ｜７ 

   【投ー捕】山村、平野、錦織ー浦野、岡野虎 

   【安打】岡田、青木、中谷、錦織、岡野虎 【二塁打】岡田２ 



 

 ４試合目（ジュニア） 

  三田ヤ ００２２１  ｜５ 

  生駒中 ３０３０６ｘ ｜12  五回コールド 

   【投ー捕】鎌田、山口舞ー岡野虎 

   【安打】錦織、本山２、臼井、高橋 【二塁打】中谷、錦織２、岡野虎、大浦 

■１０月２５日 ： 京都嵐山ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００１０｜１ 

  嵐 山 ００３０１０Ｘ｜４ 

   【投ー捕】安野、山村ー竹田 

   【安打】平野２、青木 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 １００００００｜１ 

  嵐 山 ０２００２３Ⅹ｜７ 

   【投ー捕】木下、吉住ー岡野虎 

   【安打】錦織、本山、中谷、岡野虎 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０２０２０００｜４ 

  嵐 山 ０１０００００｜１ 

   【投ー捕】築山ー安野 

   【安打】浦野、江本光、築山 【三塁打】安野 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００００４００｜４ 

  嵐 山 ０００００００｜０ 

   【投ー捕】錦織、鎌田ー岡野虎 

   【安打】本山２、吉住２、大浦 【二塁打】岡野虎、中谷 

■１０月２４日 ： 志貴ボーイズ 

 （ミキハウス G）レギュラー 

 １試合目 

  生駒中 ０１３００２１｜７ 

  志 貴 ０００２０００｜２ 

   【投ー捕】安野ー竹田 

   【安打】竹田、坂田、森本僚、中川、安野、青木 

 

 ２試合目 

  生駒中 ０００２２２０｜６ 

  志 貴 ００１０１１０｜３ 



   【投ー捕】築山、坂田ー安野 

   【安打】坂田、安野、井口、築山 【二塁打】名迫、岡田 

 

 ３試合目 

  生駒中 １０２００００｜３ 

  志 貴 ０００００００｜０ 

   【投ー捕】山村ー竹田 

   【安打】平野、坂田、森本僚２、青木、山村 【二塁打】竹田 【三塁打】竹田、平野 

 

 （第一浄化 G）ジュニア 

 １試合目 

  生駒中 ２００００５２｜９ 

  志 貴 １０２０００２｜５ 

   【投ー捕】錦織、木下、吉住ー岡野虎 

   【安打】鈴木２、吉住、錦織、岡野虎、植田、木下 【二塁打】錦織 【三塁打】岡野虎、吉住 

 

 ２試合目 

  志 貴 ０００００００｜０ 

  生駒中 ２１２０００Ｘ｜５ 

   【投ー捕】岡野虎、鈴木、藤村、鎌田ー本山 

   【安打】錦織、本山２、高橋 【二塁打】吉住２、錦織 【三塁打】大浦 

■１０月１２日 ： 住吉ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  住 吉 ０００１０２Ⅹ｜３ 

   【投ー捕】安野、藤原ー竹田 

   【安打】中田、藤原２、坂田、平野 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  住 吉 ０００２００２｜４ 

  生駒中 １４００１０Ⅹ｜６ 

   【投ー捕】山村、黒川ー浦野 

   【安打】青木、中川、山村、森本、浦野、竹田 【三塁打】浦野 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００２   ｜２ 

  住 吉 ０９６Ⅹ   ｜15  四回コールド 

   【投ー捕】坂田、藤原ー安野 

   【安打】中田、小路、岡田、坂田、安野、平野 

 

 ４試合目（レギュラー） 

  住 吉 ００００２０１｜３ 



  生駒中 ０１０００００｜１ 

   【投ー捕】安野、山村、平野ー竹田 

   【安打】平野、中川、竹田 【二塁打】中田 

■１０月１１日 ： 大阪北ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  大阪北 ０１０４００Ⅹ｜５ 

   【投ー捕】坂田、藤原ー安野 

   【安打】浦野、江本光、安野 【二塁打】江本光 

 

 ２試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０２０００１０｜３ 

  大阪北 ０００００００｜０ 

   【投ー捕】安野、藤原ー竹田 

   【安打】中川３、小路２、井口２、藤原、山村 

■９月２１日 ： 京田辺ボーイズ 

 １試合目（ジュニア） 

  京田辺 １００００００｜１ 

  生駒中 ０１０１０１Ⅹ｜３ 

   【投ー捕】錦織ー岡野虎 

   【安打】岡野虎、大浦、中谷、錦織 【三塁打】錦織 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ０００００００｜０ 

  京田辺 １００１０３Ⅹ｜５ 

   【投ー捕】木下、吉住ー本山 

   【安打】江本舜、加藤 【二塁打】岡野虎 

 

 ３試合目（ジュニア） 

  京田辺 １０１０１００｜３ 

  生駒中 １００１１００｜３  引き分け 

   【投ー捕】岡野虎、江本舜、山口舞、藤村ー本山 

   【安打】臼井、錦織、吉住 【二塁打】本山 【本塁打】錦織 

■９月２０日 ： 志貴ボーイズ  

 １試合目（ジュニア） 

  生駒中 ２００１００｜３ 

  志 貴 ０１０２１Ｘ｜４ 

   【投ー捕】木下、鈴木ー岡野虎 

   【安打】岡野虎、吉住、臼井 【三塁打】中谷 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 ００１０００｜１ 



  志 貴 １１０１０Ｘ｜３ 

   【投ー捕】岡野虎、錦織ー本山 

   【安打】鈴木、錦織 

■9月 13日 ： 東大阪花園ボーイズ 

 １試合目（レギュラー） 

  花 園 ０００００００｜０ 

  生駒中 １２００００ｘ｜３ 

   【投ー捕】築山、藤原ー安野 

   【安打】森本僚、綾野、名迫、安野 【二塁打】竹田 

 

 ２試合目（ジュニア） 

  生駒中 １１２０００｜４ 

  花 園 １０００１０｜２ 

   【投ー捕】木下、錦織 －岡野虎 

   【二塁打】錦織、中谷 【三塁打】中谷 

 

 ３試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０００００  ｜０ 

  花 園 ４０３１ｘ  ｜８  五回コールド 

   【投ー捕】安野、中田ー浦野 

   【安打】藤原 【二塁打】藤原、浦野 

 

 ４試合目（ジュニア） 

  花 園 ０００００ ｜０ 

  生駒中 ００４５ｘ ｜９  五回コールド 

   【投ー捕】岡野虎、江本舜ー本山 

   【安打】錦織、岡野虎、江本舜、山口舞 【三塁打】本山 

 

 ５試合目（レギュラー） 

  生駒中 ０１００００１｜２ 

  花 園 ２１００００ｘ｜３ 

   【投ー捕】名迫、平野ー安野 

   【安打】江本舜、中川、綾野、藤原 【二塁打】中田 

 


