
2022/9/7 現在
カテゴリA

No チーム名 所属リーグ 部員数 主将 フリガナ 9/18 9/19 9/23 9/24 9/25 10/1 10/2 10/8 10/9 10/10 10/15 10/16 10/22 10/23 10/29
1 唐櫃北神少年野球部 甲北地区少年野球連盟 17 河合　龍星 カワイ　リュウセイ
2 花⼭少年野球部 甲北地区少年野球連盟 17 ⻑塚　悟 ﾅｶﾞﾂｶ　ｻﾄﾙ 自然学校 自然学校
3 箕⾕少年野球部 甲北地区少年野球連盟 20 浮田　雄大 ウキタ　ユウダイ
4 板宿少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 13 原田　輪太郎 ハラダ　リンタロウ 音楽会
5 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 15 松尾　蒼介 マツオ　ソウスケ
6 ⻄落合少年少⼥野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 17 塩⾒　⼒翔 シオミ　リキト 他大会 他大会
7 須磨ライズ ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 17 児島　遼 ｺｼﾞﾏ　ﾊﾙ 自然学校 自然学校 音楽会
8 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 11 齋藤　椿馬 サイトウハルマ 自然学校 自然学校
9 宮川少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 17 佐藤　駿斗 ｻﾄｳ　ｼｭﾝﾄ 運動会 予備日

10 白川横尾福田 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 20 ⼭本　蓮翔 ヤマモト　レント
11 白川A2 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 20 和田　航 ワダ　コウ
12 妙法寺少年少⼥野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 12 ⼭本　暁景 ヤマモト　アキカゲ 他大会 他大会
13 ⻄須磨シーホークス ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 20 茶屋　健留 ﾁｬﾔ ﾀｹﾙ
14 鈴蘭五葉少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 10 大⻄　蓮斗 オオニシ　レント 学校⾏事
15 筑紫甲緑⼭田桜の宮少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 10 藤井　伊吹 フジイ　イブキ 自然学校
16 ひよどり泉台少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 16 鈴　藍斗 ｽｽﾞ　ｱｲﾄ 自然学校 自然学校
17 広陵少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 20 吉塚　晴亮 ヨシヅカ　ハルアキ
18 藤原台少年軟式野球クラブA 北神⼾軟式少年野球連盟 12 中林　大誠 ナカバヤシ　タイセイ
19 藤原台少年軟式野球クラブB 北神⼾軟式少年野球連盟 11 田中　翔大 タナカ　ショウダイ 自然学校 自然学校
20 ⿅の⼦台少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 15 糸井　健翔 イトイ　ケント 自然学校
21 大池桂⽊⼭の街少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 17 豊島　煌人 とよしま　こうと
22 ⻄⼭少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 13 髙坂  櫂成 ｺｳｻｶ　ｶｲｾｲ 自然学校 自然学校
23 ⼩束⼭少年団野球部 神⼾市少年団野球リーグ垂⽔地区 13 ⻘才 昊⽣ アオサイ　コウ
24 N.KOBEスピリッツ 神⼾軟式少年野球協会 20 井根　大智 イネ　ダイチ 運動会
25 ウッディボーイズイースト 三田少年軟式野球協会 14 笹崎陽⽣ ササザキハルキ 音楽会
26 北須磨 無所属 25 内田　皓大 ｳﾁﾀﾞ　ｺｳﾀ
27 東播ナインストリーム 加古川野球協会 13 佐伯　珀人 サエキ　ハクト
28 BC駒ヶ⾕ 関⻄団地軟式少年野球連盟 15 林　⻯⽣ ハヤシ　リュウセイ 音楽会
29 別府ハヤブサーズ 神⼾⻄区少年野球連盟 12 伊藤　暖 イトウ　ダン
30 神⼾インディアンス 神⼾⻄区少年野球連盟 15 畑本　琥太郎 ハタモト　コタロウ 自然学校 自然学校 学校⾏事
31 明舞ネオボーイズ 神⼾⻄区少年野球連盟 15 渡邊　颯 ﾜﾀﾅﾍﾞﾊﾔﾃ
32 ⼭口ニューウェーブ ⻄宮市野球協会 13 下野　哲平 シモノ　テッペイ 地域⾏事 地域⾏事 地域⾏事 運動会

カテゴリジュニア
No チーム名 所属リーグ 部員数 主将 フリガナ 9/18 9/19 9/23 9/24 9/25 10/1 10/2 10/8 10/9 10/10 10/15 10/16 10/22 10/23 10/29

1 有野台少年野球部 甲北地区少年野球連盟 12 田中　瑛斗 タナカ　エイト
2 唐櫃北神少年野球部 甲北地区少年野球連盟 14 真部　太一 マナベ　タイチ
3 花⼭少年野球部 甲北地区少年野球連盟 10 宇田　丞太朗 ｳﾀﾞ　ｼﾞｮｳﾀﾛｳ
4 箕⾕少年野球部 甲北地区少年野球連盟 21 ⾦海　太謙 カナウミ　オオケン
5 板宿少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 14 ⼭口　泰志 ヤマグチ　タイシ 音楽会
6 ⻄落合落合少年少⼥野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 18 岡田　律樹 オカダ　リツキ
7 須磨ライズ ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 18 川崎　幹太 ｶﾜｻｷ　ｶﾝﾀ 音楽会
8 和田岬少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 12 三田　翔 さんだ　しょう
9 会下⼭少年野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 15 ⽴⼭　晃誠 タチヤマ　コウセイ

10 妙法寺少年少⼥野球部 ⻄神⼾須磨軟式少年少⼥野球連盟 11 掛井　琥龍 カケイ　クリュウ
11 鈴蘭五葉少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 15 中岡　亮人 ナカオカ　リョウト 学校⾏事
12 筑紫甲緑⼭田桜の宮少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 19 ⼭之上　颯真 ヤマノウ　エソウマ
13 藤原台少年軟式野球クラブ 北神⼾軟式少年野球連盟 18 大路　恭万 オオジ　キョウマ
14 星和台少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 11 ⼭口凛仁 やまぐち　りひと
15 大池桂⽊少年野球部 北神⼾軟式少年野球連盟 16 ⼩野田　梧⽣ オノダ　ゴウ
16 ⼩束⼭少年団野球部 神⼾市少年団野球リーグ垂⽔地区 11 岡田　航英 オカダ　コウエイ
17 なぎさ少年団野球部 神⼾市少年団野球リーグ中央地区 15 前薗　陸大 ﾏｴｿﾞﾉ ﾘｸﾄ
18 N.KOBEスピリッツ 神⼾軟式少年野球協会 19 永久　⻯大 ナガヒサ　リュウウタ 運動会
19 伊川⾕キングスターズ 神⼾軟式少年野球連盟 20 杉本　蒼 スギモト　ソウ ①のみ
20 ウッディボーイズウエスト 三田少年軟式野球協会 23 田中　大晴 タナカ　タイセイ
21 イーストホープ 三田少年軟式野球協会 15 雨森　彩斗 アメモリ　アヤト 音楽会
22 魚住フェニックス 関⻄団地軟式少年野球連盟 18 森　琥太郎 モリ　コタロウ 運動会 運動会 運動会
23 別府ハヤブサーズ 神⼾⻄区少年野球連盟 15 橋廣　空門 ハシヒロ　アモン
24 ⼩部東アローズ 神⼾軟式少年野球協会 25 袴田　大靖 ハカマタ　タイセイ
25 ⼭口ニューウェーブ ⻄宮市野球協会 12 ⾜⽴　悠真 アダチ　ハルマ 地域⾏事 地域⾏事 地域⾏事 運動会
26
27
28
29
30
31
32

神⼾秋季親善大会参加チーム一覧


