《 公 式 戦 》
天気
☀

月日

大

会

3月26日 三多摩ブロック大会第1戦

46勝13敗1分（6/19くじ引き勝ち、7/31、11/12、12/18東京方式勝ち、11/26、1/9同負け）
対戦チーム

勝 敗 参考記録

南大沢オークス

〇2-9 竹内好投！ 矢内、宿谷の2本のホームランで快勝！！

☁

4月3日 昭島春季大会第1戦

美堀メッツ

〇0-6 竹内-宿谷の完封ノーヒット・リレー、草島・小沢・清野公式戦初ヒット

☀

4月10日 昭島春季大会第2戦

光華グリーンズ

〇3-10 宿谷3ベースヒット2打点、矢内2ランスクイズ成功！逆転コールド勝ち

嵐

4月17日 昭島春季大会第3戦

成隣ファイターズ

〇5-0 強風、砂嵐そして雨・・竹内初完封勝利、佐藤好守備、無失策で危なげない勝ち星

☁

4月24日 三多摩ブロック大会第2戦

八幡町スピリッツ

〇3-7 草島2打数2安打2打点、初回に2点タイムリー、5番らしい活躍！

☀

4月29日 三多摩ブロック大会第3戦

クラウン

△4-4 最終回表、草島の2塁打から始まり、大須賀の貴重なタイムリーヒットで同点！【引分試合】

☀

4月30日 三多摩ブロック大会第4戦

青空

〇2-12 吉岡、初回に2塁打2打点のタイムリーヒット、佐藤2安打4打点の活躍

☀

5月1日 昭島春季大会第4戦

昭島ビクトリー

〇3-1 清野0対0の6回表、ランナー2、3塁レフトオーバー2塁打の2打点タイムリーの大活躍、竹内7回完投

☀

5月3日 三多摩ブロック大会第5戦

東京コメッツ

〇3-10 宿谷、初回と3回の好機にタイムリーヒット、3番打者らしい活躍、竹内6回完投

☀

5月8日 昭島春季大会第5戦

昭島ヤングライオンズ 〇0-4 柳井2回裏のスクイズ勝利打点、続く竹内の2塁打2打点この回3点先行、矢内ホームランと3塁打の活躍

☀

5月21日 三多摩決勝トーナメント1回戦

ジュニアメッツ

☀

5月28日 昭島夏季大会

昭島ヤングライオンズ 〇0-7 チャンスにタイムリーはです、相手のミスと竹内の好投で5回コールド勝ち

☀

5月29日 高円宮杯都大会1回戦

高島エイト

☀
☀

〇0-7 小沢4回裏代打2打点の活躍、佐藤投手初デビュー
●4-11 宿谷4回表満塁から走者一掃のタイムリー2ベース3打点の活躍も7本塁打の相手打線に逆転負け

6月4日 三多摩決勝トーナメント2回戦

みなみ野ファイターズ 〇5-6 竹内3安打の活躍、音峰2回裏3塁打2打点の活躍

6月4日 G１杯1回戦

長岡モンスターズ

〇3-1 吉岡、清野、小沢それぞれタイムリーヒットの活躍

昭島ビクトリー

〇8-2 3回表相手のミスに乗じて、清野、吉岡のヒット、矢内のスクイズで7点の大量点、春夏連続優勝

☀

6月11日 昭島夏季大会決勝

☀

6月18日 三多摩決勝トーナメント準々決勝 新町ライオンズ

●11-1 相手チームにのまれ完敗。佐藤のヒット1本のみ、竹内今季二度目の悔し泣き

☀

6月19日 G1杯2回戦

国分寺ファイターズ

△2-2 小沢4回ホームラン打球も3塁ベースでストップ、大須賀5回ライト線ホームラン、くじ引き勝利＝青木コーチ

☁

6月26日 都知事杯1回戦

野火止コンドルズ

〇2-7 都大会初戦突破、草島、佐藤レフトオーバー見事なホームラン

☀

7月2日 G1杯3回戦

国立ヤングスワローズ ●0-7 チャンス時にクリーンアップ凡打に終わる。佐藤レフト戦2塁打の活躍

☀

7月3日 都知事杯2回戦

ゼットタイガー

☀

7月3日 ジャビットカップ昭島大会

昭島ヤングライオンズ 〇1-22 宿谷4打数4安打、2塁打がシングルだったらサイクルヒット、都大会で打てや！矢内通産3号ホームラン

●20-2 大量点を許すも、竹内レフトオーバー2ランホームランが目立った

☁

7月17日 ジャビットカップ昭島大会決勝

昭島ビクトリー

●0-5 四球、エラーから失点、宿谷のヒット2本では勝てない。昭島市内大会で初黒星

☀

7月30日 昭島防犯大会1回戦

成隣ファイターズ

〇1-7 大須賀3安打1打点

☁

7月31日 昭島防犯大会準決勝

美堀メッツ

〇1-6 吉岡初ホームランと3塁打2打点の大活躍

☀

7月31日 昭島防犯大会決勝

サドンデス東京方式で
竹内・佐藤の連打で逆
転勝利1-2×

光華グリーンズ

△2-2 ２点差、6回裏矢内の２塁打から草島・柳井のタイムリーで同点、

☀

8月6日 三多摩ブロック予選第1戦

芋窪アトラス

○11-4 5年斉藤ヒット2本、梅沢3本のぢ活躍、吉岡5打点の活躍もエラー3つ

☀

9月3日 昭島秋季大会１回戦

光華グリーンズ

○7-0 音峰ライと越え３塁打２打点の活躍、矢内勝利打点とスクイズ２打点(練習しないで結果出す男、どうしたもんじょろのう)

☀

9月4日 三多摩ブロック予選第2戦

清瀬ヒーローズ

○0-8 矢内、初回２，３塁あわやホームラン級の２塁打２打点の活躍

☁

9月11日 昭島秋季大会2回戦

美堀メッツ

〇1-9 宿谷初回に走者1，2塁センターオーバー2塁打、この日3塁打をを含む3打点の活躍

☂

9月18日 三多摩ブロック予選第3戦

西砂サンダース

〇1-12 4番吉岡3安打2打点の活躍、杉山ライト線ヒット2打点の活躍、トリプルプレー完成

☀

9月25日 昭島秋季大会決勝

昭島ビクトリー

●6-2 5点先行され必死に食らいつくも、相手の好守にはばまれ惜敗

☁

10月9日 三多摩ブロック予選第４戦

鶴川ドルフィンズ

○2-14 宿谷・小沢アベックホームラン、打線好調大勝。朝から雨が止むのを待ってた試合。

☀ 10月15日 青梅五日市沿線大会1回戦

福生ペガサス

○2-10 相手投手の豪速球に手こずるも3回裏10点の大量点で快勝。竹内、宿谷それぞれ2打点の活躍

☁ 10月16日 三多摩決勝トーナメント1回戦

東京コメッツ

○5-6 最終回5対1の敗戦濃厚、相手投手の制球難につけこみ梅澤のライト前ヒットで同点、宿谷のレフト前ヒットでサヨナラ

☀ 10月23日 三多摩決勝トーナメント2回戦

一番町ベアーズ

○0-3 竹内7回完封勝利！矢内決勝三塁打にダメ押しスクイズ成功

☁ 10月30日 青梅五日市沿線大会2回戦

立川メッツ

●0-3 初回のミスから3点を許し、反撃するも得点ならず、悔しい完封負け

松中小ファイターズ

○3-1 初回の先行2点が決勝点となる。7回最終回に清野左中間大飛球の1打点で勝負ありか

立川スネークス

△7-7 初回3点先行も3回までに7点与え最終回草島のヒットから同点に追うつく。サドンデスを一方的に制し、辛勝

☀

11月3日 三多摩決勝トーナメント3回戦

☀ 11月12日 マルフジ杯1回戦

☀ 11月13日 三多摩決勝トーナメント準々決勝 小山ファイターズ

●0-2 初回2点を先行され追いかける苦しい展開、最終回満塁一打逆転の好機にPゴロ万事休す、ベスト8（120チーム中）

☀ 11月20日 セガサミーカップ1回戦

小金井アトムズ

○6-2 吉岡のセンター前ヒットから草島のタイムリーで流れ引き寄せ、5回の4点追加でイニング制限・投手交代できた

☀ 11月20日 セガサミーカップ2回戦

城山ヤンガース

○2-5 3回ピンチヒッター小沢右中間ヒット打点、4回矢内ライトオーバーHRでテイルズ人形ゲット

☀ 11月26日 セガサミーカップ準決勝

大塚スネイクス

▲1-1 最終回同点に追いつきサヨナラのチャンスを逸する。サドンデスも逆転ならず3-2で惜敗

☀ 11月26日 昭島シニア杯1回戦

昭島ヤングライオンズ ○0-11 柳井レフト前ヒット1打点の活躍、佐藤2回零封し4回コールド勝ち

☁ 11月27日 昭島シニア杯準決勝

昭島ビクトリー

●10-0 竹内、吉岡のヒット2本の完封コールド負け、前日2試合の疲れを引きずる

☀

12月3日 羽村送別大会1回戦

ドラゴンズ

○6-0 吉岡ホームラン含む2安打2打点、代打陣小沢、清野の活躍で圧勝

☀

12月4日 マルフジ杯2回戦

増戸少年野球クラブ

○5-1 宿谷の逆転2点タイムリーと佐藤のダメ押し2点タイムリーで快勝、レフト斉藤超ファインプレーでゲームセット

☀ 12月10日 創価大学長杯1回戦

八王子長房

○2-11 初回足でかき回されるが、小沢のタイムリー逆転をきっかけにコールド勝ち、宿谷、矢内、草島、音峰2打点

☀ 12月17日 創価大学長杯2回戦

北野バイオレンズ

○2-3 小沢タイムリー決勝打、追加点のチャンスを逃し最終回あと1点に追いつかれる。竹内完投逃げ切る

☀ 12月18日 マルフジ杯3回戦

若葉野球クラブ

△1-1 4回大須賀同点スクイズ、延長サドンデス(1-2)竹内の同点打、矢内の押し出しサヨナラ四球、音峰3塁打

☀ 12月23日 創価大学長杯準々決勝

成隣ファイターズ

○0-8 4回宿谷の2打点をはじめ、小沢、矢内のタイムリーなどで5回コールド勝ち

☀ 12月25日 創価大学長杯準決勝

川口ジュニアーズ

○6-2 3回佐藤のスクイズ、宿谷の2塁打で流れに乗る。4回吉岡の3塁打から代打小沢の2点タイムリーなど4点追加

☀

1月7日 マルフジ杯準々決勝

八小ライダース

●0-3 4回裏相手4番に特大HR、5回表チャンスに小沢、竹内連続三振、敗退の原因はマイクロバス送迎にあり？

☀

1月9日 羽村送別大会準々決勝

小平ライダース

▲1-1 音峰のスクイズせ先制したものの6回表相手HRで同点、延長サドンデスで1-2で敗退

☀

2月4日 昭島送別大会1回戦

光華グリーンズ

◯4-0 竹内7回完封、大須賀守備率100％の好守備

☀

2月5日 創価大学長杯決勝

みなみ野ファイターズ ●4-7 初回5失点、追いかける展開で最終回3点奪取したものの相手の好守に阻まれ万事休す

☀

2月5日 昭島送別大会2回戦

成隣ファイターズ

☀

2月11日 昭島送別大会3回戦

☀

2月12日 昭島送別決勝トーナメント準決勝 美堀メッツ

〇2-13 打線爆発圧勝！！吉岡3安打5打点、小沢2安打3打点の活躍

☀

2月12日 昭島送別決勝トーナメント決勝

〇2-6 2点先行されたが、4回裏代打小沢のセンター前クリーンヒットで同点、6回裏4点追加で見事に逆転優勝！

光華グリーンズ

《 練習試合 》
天気

月日

大

会

〇1-2 攻撃時の打球が相手外野手のファインプレーでことごとく攻撃の芽を摘まれ、大量点奪えず辛勝

昭島ヤングライオンズ 〇6-3 4回の表2アウト、杉山の3塁ゴロの間に清野が生還し一挙4点、宿谷3安打2打点の活躍

1勝4敗
対戦チーム

勝 敗 参考記録

☀

4月16日 遠征 練習試合

隼

●6-4 宿谷制球力なく継投失敗、次は頼む！音峰、草島クリーン2塁打

☀

5月15日 遠征 練習試合

新小鳩

●4-5 小沢特大スリーベースヒット、3塁ランナーの走塁ミスがめだった

☀

5月22日 遠征 練習試合

四宮小少年野球クラブ ●8-4 矢内3回先制2ランスクイズ2打点。最終回リリーフ佐藤が打たれ負け、6年生には通用しないか・・

☁

7月17日 練習試合

緑が丘スティーラーズ ●7-17 杉山三遊間クリーンヒット、大須賀初登板も…

☀

7月18日 遠征 練習試合

十小上北台ストロングス〇3-4 吉岡のヒットでサヨナラ勝ち、5年佐藤初勝利

