
2019/8/28 現在
No チーム名 所属リーグ 部員数 主将 フリガナ 開会式 9/15 9/16 9/21 9/22 9/23 9/28 9/29 10/5 10/6 10/12 10/13 10/14 10/19 10/20 10/22 10/26 10/27 11/2 11/3 11/4 11/9 11/10 11/16 11/17 11/23 11/24

1 箕⾕少年野球部 甲北地区少年野球連盟
2 北神少年野球部 甲北地区少年野球連盟
3 花⼭少年野球部 甲北地区少年野球連盟
4 唐櫃少年野球部 甲北地区少年野球連盟
5 有野台少年野球部 甲北地区少年野球連盟
6 別府ハヤブサーズ 神⼾⻄区少年野球連盟 20 西田恵斗 ニシダケイト

7 神⼾インディアンス ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 16 野田　悠 ノダ　ユウ 運動会 運動会
8 落合ベースボールクラブ ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 11 柿元　有裕 カキモトユウスケ

9 妙法寺少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 12 高橋廉 たかはしれん

10 南落合ベースボールクラブ ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 12 横山　遥希 ヨコヤマ　ハルキ 自然学校 自然学校 音楽会
11 ⻄落合レッドサンダー ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 12 北野　佑樹 キタノ　ユウキ

12 須磨RISE ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 16 薗　　絢　貴 ソノ　ハルキ 運動会 運動会 陸上競技会 陸上競技会
13 宮川少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 参加
14 東須磨少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 13 橋本知弥 ハシモトトモヤ 運動会 運動会
15 泉台少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 11 吉谷　悠雅 ヨシタニ　ユウガ 運動会 運動会 陸上競技会 陸上競技会
16 星和台少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 16 羽村　優志 ハムラ　ユウジ 自然学校 運動会 運動会 自然学校 防災訓練 自然学校 陸上競技会 陸上競技会
17 筑紫甲緑⼭⽥少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 13 澤田誠也 サワダセイヤ 運動会 運動会 運動会 運動会
18 ひよどり台少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 16 今岡　拓夢 イマオカ　タクム 地域⾏事 陸上競技会 陸上競技会 音楽会
19 広陵少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 13 萩原　友誉 ハギハラ　トモヨシ

20 ⼭の街少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 12 髙橋　涼介 タカハシ　リョウスケ 自然学校 自然学校
21 桂⽊少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 13 神出 陵太朗 カンデ リョウタロウ 自然学校 自然学校 自然学校 陸上競技会 陸上競技会 音楽会 音楽会
22 鈴蘭五葉少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 14 行天　惟月 ぎょうてん　いつき 参観日 自然学校
23 N.KOBEスピリッツ 神⼾軟式少年野球協会 11 木下　侑太 キノシタ　ユウタ 運動会 運動会
24 明舞ネオボーイズ 神⼾⻄区少年野球連盟 12 岡⽥　昇真 オカダ　ショウマ 連盟大会開会式
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No チーム名 所属リーグ 部員数 主将 フリガナ 開会式 9/15 9/16 9/21 9/22 9/23 9/28 9/29 10/5 10/6 10/12 10/13 10/14 10/19 10/20 10/22 10/26 10/27 11/2 11/3 11/4 11/9 11/10 11/16 11/17 11/23 11/24
1 箕⾕少年野球部 甲北地区少年野球連盟
2 北神少年野球部 甲北地区少年野球連盟
3 花⼭少年野球部 甲北地区少年野球連盟
4 唐櫃少年野球部 甲北地区少年野球連盟
5 有野台少年野球部 甲北地区少年野球連盟
6 くるみビックス 三⽊市軟式少年野球協会 13 錦　栞奈 ニシキ　カンナ 運動会
7 別府ハヤブサーズ 神⼾⻄区少年野球連盟 17 井上　元幹 イノウエ　モトキ 運動会 運動会 祭り 祭り
8 N.KOBEスピリッツ 神⼾軟式少年野球協会 11 神⼭　蓮 コウヤマ　レン 運動会 運動会
9 神⼾インディアンス ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 14 岡　蒼眞 オカ　ソウマ 運動会 運動会

10 花⾕少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 10 永友　颯太郎 ナガトモ　ソウタロウ 運動会 運動会 参観日
11 花⾕少年野球部C2 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 13 竹内　元希 タケウチ　ゲンキ 運動会 運動会
12 落合ベースボールクラブ ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 10 柴田　光貴 シバタ　コウキ

13 妙法寺少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 12 ⼩島　隆太郎 こじま　りゅうたろう
14 南落合ベースボールクラブ ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 12 久次米　臣哉　 クジメ　トミヤ 音楽会
15 ⻄落合レッドサンダー ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 17 小林　純平 コバヤシ　ジュンペイ

16 須磨RISE ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 19 安　部　　奏　人 アベ　カナト 運動会 運動会
17 ⼭の街少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 16 前⽥ 大登 マエダ ヤマト
18 桂⽊少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 17 飯⽥　健太 イイダ　ケンタ
19 大池少年野球クラブ 北神⼾軟式少年野球連盟 11 平野　瑚次郎 ヒラノ　コジロウ
20 筑紫甲緑⼭⽥泉台少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 19 三木海翔 ミキカイト 運動会 運動会 運動会 運動会
21 広陵少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 13 三輪　勇人 ミワ　ハヤト
22 白川ホーネッツ ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 16 深江　星舵 フカエ　セイタ 運動会 運動会
23 ウッディボーイズイースト 三⽥少年軟式野球協会 19 町⽥　寛晴 ﾏﾁﾀﾞ　ﾋﾛﾊﾙ 運動会 運動会 参観日 音楽祭
24 ⼩部東アローズ 神⼾軟式少年野球連盟 22 中釜　啓太 ナカガマケイタ
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神⼾秋季親善大会参加チーム⼀覧


