
三田祥雲館高等学校　野球部　公式戦戦績
創部９年目の野球部は、これまで先輩方の努力によって着々と実力をつけてきています。
新しい伝統を築くべく、後輩たちも日々努力しています。中学生の皆さん、本校で一緒に汗を流しませんか。

公式戦通算成績（平成２２年８月３１日現在）　

７０試合３６勝３４敗
平成１４年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2002/7/16全国高等学校野球選手権大会１回戦　(夏) 姫路 明石商業 ３ー１３ ● １回生１年次
2002/8/21 秋季丹有地区大会１回戦 春日 柏原 ３ー１６ ●
2002/8/22 秋季丹有地区大会敗者復活１回戦 春日 北摂三田 ４ー１２ ●

平成１５年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2003/4/2 春季丹有地区大会１回戦 春日 有馬 ６ー２ ○ 公式戦初勝利、１回生２年次
2003/4/6 春季丹有地区大会2回戦 春日 三田学園 ４ー２０ ●
2003/7/14 全国高等学校野球選手権大会１回戦　(夏) 姫路 伊川谷 ０ー１０ ●
2003/8/20 秋季丹有地区大会１回戦 春日 有馬 １１ー５ ○ １回生チーム
2003/8/25 秋季丹有地区大会２回戦 春日 篠山鳳鳴 １０ー９ ○
2003/8/29 秋季丹有地区大会決勝戦 春日 三田学園 ０ー６ ●
2003/9/15 秋季兵庫県大会１回戦 尼崎 川西明峰 １ー８ ● 県大会初出場

平成１６年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2004/4/3 春季丹有地区大会2回戦 春日 三田西陵 ２ー１ ○
2004/4/5 春季丹有地区大会準決勝戦 春日 柏原 ６ー５ ○
2004/4/7 春季丹有地区大会決勝戦 春日 三田学園 ３ー１ ○ 丹有地区優勝
2004/4/29 春季兵庫県大会１回戦 明石 滝川第二 １ー８ ●
2004/7/17 全国高等学校野球選手権大会2回戦　(夏) 明石 兵庫 ０ー３ ● シード校、開会式マネージャー先導

2004/8/20 秋季丹有地区大会１回戦 春日 三田西陵 ７ー３ ○ ２回生チーム
2004/8/25 秋季丹有地区大会2回戦 春日 篠山鳳鳴 ０ー５ ●
2004/8/26 秋季丹有地区大会敗者復活戦 春日 篠山産業 ５ー１ ○
2004/8/28 秋季丹有地区大会第３代表決定戦 春日 北摂三田 ６ー０ ○
2004/9/12 秋季兵庫県大会１回戦 尼崎 小野 ０ー５ ●

平成１７年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2005/4/2 春季丹有地区大会１回戦 春日 篠山鳳鳴 ２ー１ ○
2005/4/5 春季丹有地区大会２回戦 春日 篠山産業 ２ー３ ●
2005/7/14 全国高等学校野球選手権大会1回戦　(夏) 尼崎 津名 ０ー６ ●
2005/8/19 秋季丹有地区大会１回戦 春日 篠山産業 ２ー４ ● ３回生チーム
2005/8/22 秋季丹有地区大会敗者復活戦 春日 三田西陵 ２ー３ ●

平成１８年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2006/3/30 春季丹有地区大会１回戦 春日 篠山産業 １０ー４ ○
2006/4/1 春季丹有地区大会2回戦 春日 北摂三田 １ー１１ ●
2006/7/14 全国高等学校野球選手権大会１回戦　(夏) 春日 有馬 ４ー３ ○ 県大会初勝利
2006/7/22 全国高等学校野球選手権大会2回戦　(夏) 姫路 相生産業 ７ー３ ○
2006/7/24 全国高等学校野球選手権大会3回戦　(夏) 淡路 県立大付属 １ー３ ●
2006/8/18 秋季丹有地区大会１回戦 春日 氷上西 ３ー０ ○ ４回生チーム
2006/8/22 秋季丹有地区大会２回戦 春日 氷上 １０ー１ ○
2006/8/25 秋季丹有地区大会準決勝戦 城山 篠山鳳鳴 ３ー８ ●
2006/8/26 秋季丹有地区大会敗者復活戦 城山 氷上 ８ー０ ○
2006/9/16 秋季兵庫県大会１回戦 明石 伊丹北 ４ー２ ○
2006/9/18 秋季兵庫県大会2回戦 淡路 川西北陵 ２ー３ ● ベスト３２

平成１９年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2007/3/31 春季丹有地区大会１回戦 春日 北摂三田 ３ー２ ○
2007/4/3 春季丹有地区大会2回戦 春日 氷上西 ５ー１ ○
2007/4/5 春季丹有地区大会準決勝戦 春日 篠山鳳鳴 ２ー５ ●
2007/7/15 全国高等学校野球選手権大会１回戦　(夏) 尼崎 県尼崎 ７ー０ ○
2007/7/18 全国高等学校野球選手権大会2回戦　(夏) 春日 吉川 ７ー５ ○
2007/7/21 全国高等学校野球選手権大会3回戦　(夏) 明石 三木 ０ー７ ●
2007/8/19 秋季丹有地区大会２回戦 春日 篠山産業 ８ー０ ○
2007/8/23 秋季丹有地区大会準決勝戦 春日 柏原 ２ー１ ○ ５回生チーム
2007/8/25 秋季丹有地区大会決勝戦 春日 三田学園 ２ー３ ● 丹有地区準優勝
2007/9/16 秋季兵庫県大会１回戦 高砂 赤穂 ３ー０ ○
2007/9/21 秋季兵庫県大会2回戦 高砂 社 ０ー９ ● ベスト３２

平成２０年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2008/4/2 春季丹有地区大会２回戦 春日 氷上 ２ー１ ○
2008/4/5 春季丹有地区大会準決勝戦 春日 柏原 ４ー２ ○
2008/4/6 春季丹有地区大会決勝戦 春日 三田学園 ０ー７ ● 丹有地区準優勝
2008/7/1 全国高等学校野球選手権大会１回戦（夏） 淡路 明石西 ６ー４ ○
2008/7/6 全国高等学校野球選手権大会２回戦（夏） 高砂 吉川 ２ー４ ●
2008/8/17 秋季丹有地区大会１回戦 春日 篠山産業 ４ー１ ○ ６回生チーム
2008/8/19 秋季丹有地区大会２回戦 城山 篠山鳳鳴 ２ー３ ●
2008/8/22 秋季丹有地区大会敗者復活１回戦 春日 氷上西 １３ー１ ○
2008/8/25 秋季丹有地区大会敗者復活２回戦 春日 柏原 ２ー５ ●

平成２１年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2009/3/29 春季丹有地区大会１回戦 春日 柏原 ０ー４ ●
2009/7/18 全国高等学校野球選手権大会２回戦（夏） 姫路 科学技術 １－６ ●
2009/8/20 秋季丹有地区大会２回戦 城山 篠山産業 １－０ ○ ７回生チーム
2009/8/22 秋季丹有地区大会準決勝戦 春日 北摂三田 ３－０ ○
2009/8/25 秋季丹有地区大会決勝戦 春日 三田学園 ５－４ ○ 丹有地区優勝（秋は初）
2009/9/12 秋季兵庫県大会１回戦 尼崎 佐用 ５－４ ○
2009/9/20 秋季兵庫県大会２回戦 明石 県立西宮 ３－５ ● ベスト３２

平成２２年度
年月日 大会名 球場 対戦校 スコア 勝敗
2010/4/2 春季丹有地区大会２回戦 春日 三田西陵 １ー３ ●
2010/7/11 全国高等学校野球選手権大会１回戦（夏） 姫路 夢前 ２－０ ○
2010/7/13 全国高等学校野球選手権大会２回戦（夏） 尼崎 関西学院 ６－９ ●
2010/8/19 秋季丹有地区大会１回戦 城山 篠山鳳鳴 ７－５ ○ ８回生チーム
2010/8/21 秋季丹有地区大会２回戦 城山 柏原 ３－２ ○
2010/8/24 秋季丹有地区大会準決勝戦 春日 三田学園 １－５ ●
2010/8/27 秋季丹有地区大会敗者復活３回戦 春日 柏原 ４－１０ ●


