
桜井スポーツ少年団２３期生 

公式戦結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年１月１３日（日） 卒団式 

全日本小学生新人大会（西三河予選）  優優優   勝勝勝 

全日本小学生新人大会（愛知県予選）  優優優   勝勝勝   

青島東ＳＢスポ少招待大会       ＢＢＢ優優優勝勝勝 

春季全日本小学生大会    第第第三三三位位位   

全日本小学生大会（西三河予選）    優優優   勝勝勝 

六ツ美ミラクルズ２０周年記念大会   優優優   勝勝勝 

全日本小学生大会（愛知県予選）    優優優   勝勝勝 

桜林カップ              優優優   勝勝勝 

愛知県大会（西三河予選）       優優優   勝勝勝   

全日本小学生大会       ベベベ ススス トトト １１１ ６６６ 

愛知県大会              優優優   勝勝勝   

三河ジュニア連合大会      優優優   勝勝勝   

五万石杯兼竜美ヶ丘クラブ３０周年記念大会    優優優   勝勝勝 

蒲郡大会               優優優   勝勝勝   

安城市小学生ＳＢ大会         ＢＢＢ優優優勝勝勝   

西尾大会兼岩津クラブ３０周年記念プレ大会    第第第三三三位位位   

きらら杯               第第第三三三位位位   

花スポ杯交流大会           優優優   勝勝勝   

一色大会               優優優   勝勝勝   



平成２９年度 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

9月 9日 全日本小学生 

新人大会 

（西三河予選） 

優勝 １回戦 桜井○ 7‐0 ●六ツ美 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 15‐0 ●岡崎 jr. 

9月10日 準決勝 桜井○ 8‐0 ●南部 

決 勝 桜井○ 9‐0 ●井田 

10月 7日 全日本小学生 

新人大会 

（愛知県予選） 

優勝 １回戦 桜井○ 3‐0 ●小牧 西尾市坂田Ｇ 

10月 8日 準々決勝 桜井○ 17‐0 ●小牧南 

準決勝 桜井○ 2‐0 ●桜林 

決 勝 桜井○ 2‐0 ●東名古屋 

3月 4日 青島東ＳＢ 

スポーツ少年団 

招待大会 

ブロック 

優勝 

１回戦 桜井○ 6‐2 ●下野 藤枝市大井川

スポーツ広場 準決勝 桜井○ 5‐0 ●初倉岸町 

決 勝 桜井○ 2‐1 ●袋井 

3月25日 春季全日本 

小学生男子 

ソフトボール大会 

第三位 １回戦 桜井○ 13‐0 ●武生大虫 宮崎県 

総合運動公園 

運動広場 

２回戦 桜井○ 3‐0 ●明野北 

3月26日 ３回戦 桜井○ 7‐1 ●東備 

準々決勝 桜井○ 5‐2 ●門川 

3月27日 準決勝 桜井● 2‐4 ○清道 

 

 

平成３０年度 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

 4月 8日 全日本小学生 

（西三河予選） 
優勝 ２回戦 桜井○ 4‐0 ●三和 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 13‐1 ●東部 

 4月22日 準決勝 桜井○ 3‐0 ●六ツ美 

決 勝 桜井○ 4‐1 ●井田 

 4月28日 親善葵杯 兼 

岡崎ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 

３０周年記念 

ベスト８ 予選① 桜井○ 9‐0 ●形原 井田小・ 

岡崎中央 

総合公園 予選② 桜井○ 2‐0 ●梅園 

準々決勝 桜井● 1‐2 ○桜林 

 5月 5日 六ツ美ミラクルズ

２０周年記念大会 
優勝 予選① 桜井○ 9‐0 ● 錦 六ツ美南部小 

・あおみ野Ｇ 予選② 桜井○ 5‐1 ●岡崎 jr 

準々決勝 桜井○ 7‐0 ●南部 

準決勝 桜井○ 1‐0 ●井田 

決 勝 桜井○ 1‐0 ●桜林 

 

 

 



開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

 5月12日 全日本小学生 

（愛知県予選） 
優勝 １回戦 桜井○ 12‐0 ●小木 蒲郡市浜町Ｇ 

準々決勝 桜井○ 7‐0 ●東部 

 5月13日 準決勝 桜井○ 11‐0 ●岡崎 jr 

 5月19日 決 勝 桜井○ 6‐0 ●井田 

 6月 9日 桜林カップ 優勝 予選① 桜井○ 5‐0 ●ときわ 安城総合 

運動場公園 
予選② 桜井○ 2‐0 ●中部 

 6月10日 準々決勝 桜井○ 9‐3 ●千里ヶ丘 

準決勝 桜井○ 5‐0 ●岩津 

決 勝 桜井○ 1‐0 ●桜林 

7月14日 愛知県大会 

（西三河予選） 
優勝 １回戦 桜井○ 1‐0 ●桜林 西尾市坂田Ｇ 

２回戦 桜井○ 7‐0 ●花ノ木 

準々決勝 桜井○ 12‐0 ●六ツ美 

7月15日 準決勝 桜井○ 7‐0 ●南部 

決 勝 桜井○ 5‐1 ●中部 

8月 3日 全日本小学生男子 

ソフトボール大会 
ベスト 16 １回戦 桜井○ 6‐0 ●久米 松山中央公園 

運動広場・ 

別府市民運動 

広場 

 8月 4日 ２回戦 桜井○ 7‐1 ●広陵町 

 8月 5日 ３回戦 桜井● 1‐2 ○宮崎大塚 

8月25日 愛知県大会 優勝 １回戦 桜井○ 9‐2 ●甚目寺 岡崎中央 

総合公園 
準々決勝 桜井○ 5‐0 ●岩津 

8月26日 準決勝 桜井○ 3‐1 ●岡崎 jr 

決 勝 桜井○ 10‐3 ●井田 

10月14日 三河ジュニア 

連合大会 
優勝 予選① 桜井○ 8‐1 ●岡崎 jr 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 4‐0 ●井田 

準々決勝 桜井○ 14‐0 ● 錦 

準決勝 桜井○ 7‐0 ●三和 

決 勝 桜井○ 1‐0 ●桜林 

10月28日 五万石杯 兼 

竜美ヶ丘クラブ 

３０周年記念 

優勝 予選① 桜井○ 7‐0 ●三和 根石小 

予選② 桜井○ 7‐1 ●男川 

準々決勝 桜井○ 4‐1 ●竜美ヶ丘 

準決勝 桜井○ 2‐0 ●東名古屋 

決 勝 桜井○ 2‐0 ●中部 

 

 

 

 



開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

11月 4日 蒲郡大会 優勝 予選① 桜井○ 2‐0 ●東部 蒲郡市浜町Ｇ 

予選② 桜井○ 4‐1 ●井田 

準々決勝 桜井○ 14‐0 ●南部 

11月 11日 準決勝 桜井○ 2‐1 ●東名古屋 

決 勝 桜井○ 4‐0 ●梅園 

11月 23日 安城市小学生 

ソフトボール大会 

ブロック 

優勝 

１回戦 桜井○ 14‐0 ●三河安城 安城市ソフト 

ボール場Ｂ 準決勝 桜井○ 13‐1 ●志貴 

決 勝 桜井○ 7‐0 ●東部ＪＣ 

11月 24日 西尾大会 兼 

岩津クラブ創立 

３０周年記念 

プレ大会 

第三位 予選① 桜井○ 13‐0 ●上地 新香山中 

予選② 桜井△ 1‐1 △梅園 

11月 25日 準々決勝 桜井○ 2‐1 ●本郷 

準決勝 桜井● 1‐2 ○桜林 

12月 2日 きらら杯 第三位 ２回戦 桜井○ 1‐0 ●三和 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 7‐0 ●岡崎 jr 

準決勝 桜井● 0‐3 ○東名古屋 

12月 8日 花スポ杯交流大会 優勝 予選① 桜井○ 11‐0 ●ときわ 花ノ木小 

予選② 桜井○ 5‐2 ●岩津 

12月 9日 準々決勝 桜井○ 3‐0 ●三和 

準決勝 桜井○ 3‐0 ●東名古屋 

決 勝 桜井○ 4‐3 ●桜林 

12月 23日 一色大会 優勝 予選① 桜井○ 2‐1 ●桜林 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 3‐0 ●竜美ヶ丘 

準々決勝 桜井○ 4‐0 ●桜林 

準決勝 桜井○ 4‐0 ●岡崎 jr. 

決 勝 桜井○ 2‐0 ●井田 

 

公式戦（新人戦～一色大会） ２０大会８４試合 

７８勝５敗１分 

 

 

 

 

 



 

 

 

⑩ 山口 泰知  ② 杉浦 正悦 

③ 黒柳 皓生  ① 小林 洸太 

④ 大榎 祐哉  ⑤ 片山 大馳 

⑥ 小野 修輝  ⑦ 増田 大和 

⑧ 小野 稜真 


