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No 月日 大会名

府中中央 0-11 ●
 【今シーズン初ヒット】濱田大和
 【今シーズン初ヒット】田中嵩悟

府中北 2-12 ●
 【初ＨＲ】田中嵩悟　１号
 【今シーズン初ヒット】新宅翔真

黒瀬ﾚｲﾝﾎﾞｰｽﾞ 3-6 ● 予選
 【今シーズン初ヒット】中曽良亮
 【今シーズン初ヒット】中曽滉大

ｶﾞｯﾂ本通り 2-5 ●  【今シーズン初ヒット】亀井晃弘

明立 8-3 ○

 【今シーズンチーム初勝利】
 【今シーズン初勝利】濱田大和
 【複数安打】濱田大和
 【複数安打】中曽滉大
 【複数安打】中曽良亮
 【複数安打】田中嵩悟

能美 2-6 ●  【今シーズン初ヒット】庄田大輝

4 3/21 呉地区少年連盟春季選手権大会 波多見ジュニア 0-15 ● 予選

波多見ジュニア 1-1 －  【ＨＲ】田中嵩悟　２号

吉浦ｽﾀｰｽﾞ 1-8 ●
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対戦相手 結果

予選

予選

4/3 グループ別大会

1 2/14 東翔杯

5 予選

2 3/6 小村杯

3 3/13 近郊新人ソフトボール大会



長束西 1-2 ●   【複数安打】田中嵩悟

長束インディ 4-2 ○  【今シーズン初勝利】田中嵩悟

宮原 8-3 ○

  【複数安打】田中嵩悟
  【複数安打】中曽良亮
　【複数安打】新宅翔真

矢野 0-15 ●

8 4/24 連盟前期トーナメント大会 郷原ジャガーズ 1-6 ● 予選

9 5/3 全国大会呉選考会 二川ｼﾞｭﾆｱ 0-9 ● 予選

中野東 0-1 ●

観音南 18-0 ○

  【複数安打】濱田大和
  【ＨＲ】田中嵩悟　３号
  【初ＨＲ】中曽良亮　１号
  【複数安打】亀井晃弘
  【複数安打】庄田大輝

予選

10 6/18 高陽近郊ソフトボール大会 予選

6 4/9
熊一スポーツ少年ソフトボール
交歓大会

予選

7 4/17 KCS杯



横路若虎 14-3 ○

  【今シーズン初ヒット】戸川溜太
  【複数安打】濱田大和
  【複数安打】中曽滉大
  【複数安打】田中嵩悟
  【複数安打】中曽良亮
  【複数安打】戸川溜太

Ｇビクトリー 3-6 ●
  【複数安打】田中嵩悟
  【複数安打】中曽良亮

熊一 4-8 ●
  【初ＨＲ】濱田大和　１号
  【ＨＲ】田中嵩悟　４号
  【複数安打】中曽滉大

ＫＯＪ 2-8 ●
  【複数安打】田中嵩悟
  【複数安打】中曽良亮

中央ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 0-12 ●

古鷹 3-9 ●   【ＨＲ】濱田大和　２号

14 7/17 中国新聞杯 仁方B 0-15 ● 予選

15 7/30 御薗宇大会 熊野ｽﾎﾟｰﾂ少年団 0-4 ● 予選

11 6/26 5年生以下大会 予選

12 7/3 あかばね親善ソフトボール大会 予選

13 7/10 友情カップ 予選



板城 5-1 ○
  【ＨＲ】濱田大和　３号
  【初ＨＲ】中曽滉大　１号

寺西 0-2 ●

古鷹 2-7 ●

熊野ｽﾎﾟｰﾂ少年団 0-8 ●

宮原 9-1 ○

  【ＨＲ】濱田大和　４号
  【ＨＲ】田中嵩悟　５号
  【複数安打】濱田大和
  【複数安打】中曽良亮

中央ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 0-9 ●   【複数安打】中曽良亮

19 9/11 小学生大会 吉浦 0-6 ● 予選

郷原ジャガーズ 3-12 ●    【ＨＲ】田中嵩悟　６号

黒瀬スポーツ少年 9-0 ○

16 7/31 御薗宇大会 予選

17 8/7 野球人杯 予選

20 10/2 焼山親善大会 予選

18 8/21 5年生以下大会 予選



21 10/15 春季呉選考会5年生以下大会 Ｇビクトリー 1-12 ● 予選

黒瀬ﾚｲﾝﾎﾞｰｽﾞ 3-3 ○
抽選勝利

  【今シーズン初ヒット】沖　唯斗

古鷹 0-9 ●

神村ソフトボール 1-6 ●

栗原ソフトボール 0-4 ●

矢野南 5-0 ○   【ＨＲ】中曽良亮　２号

御薗宇 0-7 ●

川内 1-3 ●

可部南ウィングス 2-2 ○ 抽選勝利

翠ソフトボールクラブ 0-7 ●

22 10/23 フェスティバル江田島 予選

25 11/6 しんゆう杯 予選

23 10/30 栗原少年親善ソフトボール大会 予選

24 11/3 安芸高原交流大会 予選



矢野西 5-6 ●    【ＨＲ】田中嵩悟　７号

波多見ジュニア 3-7 ●

矢野西 13-5 ○
  【ＨＲ】中曽滉大　２号
  【複数安打】濱田大和

Ｇビクトリー 0-6 ●

天応 11-0 ○   【ＨＲ】濱田大和　５号

波多見ジュニア 9-8 ○
  【初ＨＲ】戸川　溜太
  【複数安打】濱田大和
  【複数安打】中曽良亮

矢野 3-4 ● 決勝
  【ＨＲ】中曽良亮　３号
  【複数安打】濱田大和

No 月日 大会名

戦績

26 11/13 中央リトルシニア杯 予選

27 11/23 秋季大会 予選

各種招待試合主要結果連盟ﾋﾞｯｸﾞﾀｲﾄﾙ大会

★４・５年生以下

0勝　0敗　0引分け

対戦相手 結果

1

予選

28 12/11 昭和カップ


