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☀ 3月18日 三多摩ブロック大会第1戦

武蔵村山ﾊﾟﾝｻｰｽﾞ

〇8-2 佐藤2安打2打点、梅沢3安打3打点、宮川好リリーフ

☀ 3月20日 練習試合

美堀メッツ

〇1-22 宮川満塁ホームラン含む6打点、杉山2塁打2本の4打点の活躍

☀ 4月29日

昭島春季大会第1戦
三多摩ブロック大会第2戦
昭島春季大会第2戦
三多摩ブロック大会第3戦
昭島春季大会第3戦
三多摩ブロック大会第4戦
昭島春季大会第4戦
三多摩ブロック大会第5戦

☀ 4月30日

昭島春季大会第5戦 全勝優勝 昭島ヤングライオンズ 〇2-5 仁尾3回の2塁打に続き4回2，3塁のチャンスにセンターオーバー3塁打3打点の大活躍、都大会出場決定！

☀ 4月2日
☀ 4月15日
☀ 4月16日
☀ 4月16日
☀ 4月22日
☀ 4月22日
☀ 4月23日

昭島夏季大会第1戦
三多摩決勝トーナメント1回戦
☁ 5月14日 昭島夏季大会第2戦
☀ 5月20日 昭島夏季大会準決勝

光華グリーンズ

〇9-0 初回宮川のセンター前ヒットに始まり5点先行、春の大会白星スタート

松中小ファイターズ

〇12-1 丸山2打数2安打で2本の二塁打4打点の大活躍、佐藤も2安打は2本の二塁打3打点

成隣ファイターズ

〇0-12 2回満塁で今井レフトオーバー二塁打2打点、佐藤今季初ホームラン

みなみ野ファイターズ 〇2-3× 最終回裏２アウト２，３塁で斉藤サヨナラ逆転打！
昭島クラブ

〇0-7 ２回の裏２アウト２，３塁期待の佐藤が３ランで勝負あり

グレートベアA

〇1-8 下位打線爆発で5回コールド勝ち

美堀メッツ

〇2-15 相手投手に手こずが3回代打（仁尾、梅沢）攻勢で試合を決める、丸山2打数2安打3打点好調

貫井ジュニアーズ

〇0-8 梅沢安定した守備力と2本のクリーンヒット1打点の活躍

☀ 5月6日

美堀メッツ

☀ 5月7日

向陽台スターキッズ

△2-2 最終回同点に追いつきサドンデス、田口センターオーバーの2点適時打、辛勝〇4-2

成隣ファイターズ

〇3-15 初回走者2,3塁で丸山適時打で1点先行、4回裏満塁で佐藤左中間3塁打、コールド勝ち

光華グリーンズ

〇0-1 チャンスに好打がでず辛勝、5回裏田口の左中間ヒットが適時打となり決勝点となる

☀ 5月21日

昭島夏季大会決勝

〇4-25 初回猛打爆発で勝負あり

昭島ヤングライオンズ 〇13-1 相手投手陣の不調により初回8点先行し勝負あり、夏の都大会3年連続出場

☀ 5月21日 G1杯1回戦

国分寺ツインズ

☁ 5月27日 三多摩決勝トーナメント2回戦

十小上北台ストロングス 〇5-8 仁尾初回の満塁ホームランに続き5回2ランHRで6打点の大活躍

都大会1回戦

☀ 5月28日

渋谷ユニバース

●9-8 最終回この日大当たりの仁尾サヨナラHRかと思いきやセンターのファインプレーで1点差の惜敗

松中小ファイターズ

〇0-4 佐藤の四球2のみの完ぺきな投球、田口、仁尾は打撃好調をキープ、この調子で都大会の雪辱を都知事杯へ

☁ 6月18日

練習試合‐遠征
三多摩決勝トーナメント3回戦
G1杯2回戦
G1杯3回戦
ジャビットカップ予選1回戦

☀ 6月24日

三多摩決勝トーナメント準決勝 若葉台フレンズ

☁ 6月4日
☀ 6月11日
☀ 6月17日
☁ 6月18日

〇3-15 序盤均衡した試合展開も3回猛打爆発14得点、斉藤と宮川にホームラン

東村山ドリームズ

〇5-3 宮川3安打と6回ダメ押しとなる適時打の活躍

羽村ドルフィンズ

〇11-2 梅沢最終回ライトオーバーの2塁打を含む2安打3打点の大活躍

立川メッツ

〇1-3 最終回1点ビハインド仁尾の右中間大ホームラン2打点サヨナラ勝ち

美堀メッツ

〇0-7 田口、仁尾両巨砲の打撃で4打点、5年吉田初登板2イング無失点の好投
●3-10 3回裏守りのミスから大量点を与え、惨敗。7失策では勝てない、3位決定

☁ 6月24日 ジャビットカップ予選2回戦

昭島クラブ

〇4-6 序盤はチャンスがつかめず、佐藤、田口、斉藤の3連打から宮川の走者一掃の2塁打

☁ 6月25日 都知事杯1回戦

三鷹ゼファー

〇9-2 初回田口の2塁打2打点で先行し、3回仁尾の3塁打2打点で突き放す、5回コールド勝ち

☁ 6月25日 G1杯4回戦

国分寺バッファローズ

△6-6 仁尾ソロホームラン、梅沢2ランホームラン。延長8回で勝負つかず、くじ引き勝利

☁ 7月2日
☀ 7月8日
☀ 7月9日
☀ 7月16日
☁ 7月29日

都知事杯2回戦
G1杯準決勝

ジャビットカップ予選決勝
G1杯決勝
防犯大会1回戦

深川ジャイアンツ
立川スネークス
昭島ヤングライオンズ

●2-5 3回の表大嶋の2塁打から斉藤、佐藤の適時打で逆転するも4回、6回に各2点献上し惜しくも2回戦で敗退
〇2-3× 最終回1アウト満塁一駄サヨナラのチャンスに４番田口値千金のショート強襲ヒット、サヨナラ勝ちで決勝進出！
△1-1 6回終了1対1の投手戦、特別延長でホームゲッツー、サードライナーで０点、７回裏佐藤の犠牲フライで高橋生還！

瑞穂ウルフファイターズ 〇13-2 17年ぶり2回目の優勝、優勝に勢いつけた大嶋の2点タイムリー3塁打、この大会最優秀選手賞は田口
昭島クラブ

●4-3 最終回一打サヨナラ逆転勝ちのチャンスに期待の宮川三振に倒れ、まさかの初戦敗退

☁ 8月12日 ジャビットチャンピオン大会1回戦 和泉少年野球チーム

〇3-4 1点を争うシーソーゲームで4回裏PH岩井四球で出塁、PR片山キャッチャーのパスボールでホームに生還決勝点となる

ジャビットチャンピオン大会2回戦
☀ 8月27日 三多摩ブロック大会(秋)第1戦
☀ 9月3日 三多摩ブロック大会(秋)第2戦
☀ 9月10日 三多摩ブロック大会(秋)第3戦
☀ 9月18日 昭島秋季大会1回戦

●2-6 佐藤序盤球威なく連打を浴び6失点、終盤持ちこたえ2点返すが追いつかず2回戦敗退。梅沢2安打2打点、斉藤も2安打

☁ 8月13日

駒込ベアーズ

花小金井サイドワンダーズ
〇8-9 初回4点先制するも相手の打撃爆発で逆転され、5回裏代打岩井の2点タイムリーで同点、斉藤のタイムリーで逆転勝利
小金井三小メッツ

●7-6 最終回1点逆転のチャンスに連続三振で惜敗、油断大敵

国分寺ファイブスターズ 〇4-10 仁尾初回の2ランHRをはじめ5打点の大活躍、捕手梅沢+F142つの捕殺
昭島クラブ

〇0-5 大嶋スクイズに2点タイムリーで3打点の活躍、佐藤無四球で2塁を踏ませない危なげない完封勝利

昭島ヤングライオンズ

〇6-5 1対4のビハインドから4回の表 田口の適時打で逆転、つづく宮川のセーフティバントで佐藤がホームインして逆転勝利

☁ 9月24日 三多摩ブロック大会(秋)第4戦

小平スピリッツ

〇6-2 6回表同点から岩井、高橋の連続ヒットから佐藤、仁尾の適時打で4点のビックイニング、佐藤しり上がりのナイスピッチング

☀ 10月1日 三多摩ブロック大会(秋)第5戦

立川スネークス

●5-4 初回の4点が重く、チャンスに1本がでず惜敗、初回からキレのある投球をするのが佐藤の課題！

☀ 10月9日 練習試合

緑が丘スティーラーズ

〇3-1 宮川先発、佐藤の無四死球継投リレー、エラーで出した失点1で逃げ切る。佐藤2安打2打点、田口1打点

☁ 9月24日

昭島秋季大会決勝

☂ ####### 三多摩決勝トーナメント(秋)2回戦 松中小ファイターズ

〇5-4 小刻みに点を重ね最終回表、佐藤のエンタイトル2ベース2打点のダメ押しも、同回裏バッテリーミスで1点差まで詰め寄られる

☀ 11月3日 赤い羽根少年野球大会1回戦

都南

〇4-10 初回満塁で宮川レフト戦2塁打4点先行、2回4点、3回2点を追加して完勝

☁ 11月4日 マルフジ杯1回戦

アーサースターズ

〇0-7 高橋の内野ゴロで均衡を破り、宮川のレフトオーバー2塁打で2点目、その後小刻みに点を重ねコールドゲーム

☀ 11月5日 赤い羽根少年野球大会2回戦

小作台少年野球クラブ 〇7-1 佐藤2塁打2打点の活躍で始まり、斉藤、宮川、高橋の好走塁で快勝

☀ 11月5日 赤い羽根少年野球大会3回戦

野崎シャークス

〇7-10 仁尾の2本の3塁打の活躍、宮川の好リリーフにより準決勝進出

☀ ####### 三多摩決勝トーナメント(秋)3回戦 都南

●2-1 初回の2点を挽回することできず、惜敗

☀ ####### マルフジ杯2回戦

〇4-1 相手のパスボールで2点先取し、5回佐藤の2打点で勝負あり

☀ #######

赤い羽根少年野球大会準決勝 武蔵ライオンズ

小雨 ####### 青梅五日市沿線大会1回戦
☀ #######

四小イーグルス
立川冨士見シールズ

青梅五日市沿線大会2回戦 新町ライオンズ

●2-1

投手戦で6回裏仁尾三塁打、梅沢スクイズで最終回1点で逃げ切り図るが2アウトから逆転、最終回裏5年片山スコアリングポジションで佐藤倒れる

〇17-0 高橋3安打、今井2安打フル出場、宮川好投、岩井打率4割キープ
●1-0 打撃不振で得点できず惜敗

☀ ####### 昭島シニア杯1回戦

昭島クラブ

〇0-1 予想通りの投手戦、3回裏2アウトランナー3塁、相手のエラーで1得点の辛勝

☀ ####### 昭島シニア杯準決勝

昭島ヤングライオンズ

〇1-3 仁尾の2塁打、3塁打で2打点、佐藤が最少失点に抑えて決勝進出

昭島リトルリーグ

●6-4 宮川タイムリー、ダブルスティールにスクイズ、最終回3点リード優勝目前、相手打線猛攻まさかの逆転負け(涙)…

☀ #######

昭島シニア杯決勝

☀ 12月3日 創価大学学長杯1回戦

横川スーパースターズ 〇0-10 大嶋2安打2打点の活躍に続き、仁尾のフェンス越えホームランで4回コールド勝ち

☀ 12月3日 羽村送別大会1回戦

羽村タイガー

〇3-0 敵失1点先取も追加点出ず、6回宮川ヒット、仁尾の内野ゴロで追加点、田口のダメ押しタイムリー、粘りの佐藤完封

☀ 12月9日 マルフジ杯3回戦

青梅ドラゴンズ

〇2-5 2点先行されるも最終回同点から斉藤の2点適時打で時間切れ勝利

☀ ####### 創価大学学長杯2回戦

若松ホーマーズ

〇1-5 仁尾 初回のHRと適時打 最終回ウィニングキャッチ、さとうの好投で完勝

北野バイオレンズ

●3-4 2回表斉藤ライトオーバー、丸山スクイズの2点 先攻も最終回裏2アウト走者3塁でセンター前ヒットでサヨナラ負け

東野球部

〇3-6 １点を先制されるが宮川、佐藤の連打で同点、宮川2安打1スクイズ2打点の活躍、今井ピンチヒッターで結果だし追加点

立川メッツ

●0-3 2本のテキサスヒットで3点を献上、再三のチャンスに1本が出ず無得点に抑えられる、丸山好調をキープ2安打

八小ライダース

〇5-4 最終回表仁尾、田口の連打から梅沢同点三塁打、丸山がスクイズを決め大逆転(丸山ホームランも打ってるよ)

町田ヴィクトリー

●0-3 4回、6回の走者2・3塁の得点圏で3番4番に1本が出ずチャンスを活かせない典型的な惜敗、斉藤優秀選手に選ばれる

成隣ファイターズ

〇9-0 斉藤、佐藤のバッテリー6回零封と丸山2打点の活躍

光華グリーンズ

〇1-5 PH今井の四球からPH岩井の右中間ヒットで同点、田口のスクイズが決勝点となる

昭島クラブ

〇0-1 梅沢の2塁打、丸山のタイムリーの1点で佐藤ノーヒットノーラン勝利

光華グリーンズ

〇4-5 仁尾の3塁打で今井のタイムリー先取点、逆転されるも田口の2点タイムリーで再逆転、梅沢の追加点タイムリーがあり逃げ切る

☀ #######
☁ 1月8日
☂ 1月8日

創価大学学長杯準々決勝
マルフジ杯準々決勝

羽村送別大会2回戦

☀ 1月13日 マルフジ杯準決勝
☀ 1月21日

マルフジ杯決勝

昭島送別大会第1戦
☀ 2月10日 昭島送別大会第2戦
☀ 2月12日 昭島送別大会準決勝
☀ 2月4日

☀ 2月12日

昭島送別大会決勝

※三多摩ブロック大会／春5勝0敗 秋3勝2敗

