
　第43回 秋季 地区大会（令和４年(2022年)）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　<組み合わせ>
　　　島　　本　　一　　　１　━━━━━━━┓ 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0┌───────　26　　　高　　槻　　九
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┐　　　　　　　　┏━━━━━┓　　　　　　　　┏━━━┓
　　　柳　　　　　川　　　２　━━━┓ 9　　│ 3　　│　　　　　　　　┃　優　勝　┃　　　　　　　　┃　　 7┃　　 1┌───　27　　　太　　　　　田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┘　　　│　　　　　　　　┃　　　　　┃　　　　　　　　┃　　　┗━━━┓
　　　高槻三･八･川西　　　３　───┘ 3　　　　　　│ 3　　　　　　　┃　 五領 　┃　　　　　　　 9┃　　　　　　 8┗━━━　28　　　　　　冠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┐　　　　┗━━━━━┛　　　　┌━━━┛
　　　高　　槻　　六　　　４　━━━┓ 1　　　　　　┃ 4　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　 8│　　　　　　 8┏━━━　29　　　摂　　津　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┐　　　┃　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　┌━━━┛
　　　高　　槻　　一　　　５　───┘ 0　　│ 4　　┃　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　 1│　　 1└───　30　　　西　　　　　陵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　└━━━┓
　　　北　　　　　陵　　　６　───┐ 0　　┃ 5　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 6┃　　 7┏━━━　31　　　山田東・竹見台(OP)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　┗━━━┛
　　　平　　　　　田　　　７　━━━┛ 9　　　　　　　　　　│0　　　　　　　　　　　　　　2│　　　　　　　　　　 0└───　32　　　青　　山　　台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┓　　　　　　　┌━━━┓
　　　五　　　　　領　　　８　━━━┓ 6　　　　　　　　　　┃4 　　┃　　　　　　　│　　 6┃　　　　　　　　　　 7┏━━━　33　　　吹　　田　　五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┓　　　　　　　┃　　　┃　　　　　　　│　　　┃　　　　　　　┌━━━┛
　　　豊　　津　　西　　　９　───┘ 1　　┃ 3　　　　　　┃　　　┃　　　　　　　│　　　┃　　　　　　 0│　　 0└───　34　　　高　　野　　台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┓　　　┃　　　┃　　　　　　　│　　　┃　　　┏━━━┓
　　　彩　　都　　西　　　10　───┐ 1　　│ 0　　┃　　　┃　　　┃　　　五　　　│　　　┃　　　┃　　 6┃　　　┌───　35　　　島　　本　　二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┘　　　┃19　　┃　　　┃　　　　　　　│　　　┃　　 8┃　　　┗━━━┓棄権
　　　茨　　木　　東　　　11　━━━┛ 4　　　　　　┗━━━┛　　　┃　　　　　　　│　　　┗━━━┛TB 3-2　　　　┗━━━　36　　　吹　　田　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 0　　　　　　┃　　　　　　　│　　　　　　 7│　　　　　　
　　　吹田三・六(OP)　　　12　───────┐ 3　　│　　　　　　　┃　　　領　　　│　　　　　　　│　　 2┌───────　37　　　追 手 門 学 院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┘　　　　　　　┃　　　　　　　│　　　　　　　└━━━┓
　　　如　　　　　是　　　13　━━━━━━━┛ 7　　　　　　　　　　┃　　　４　　　│　　　　　　　　　　 3┗━━━━━━━　38　　　豊　　　　　津
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃9　　　　　　1│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━　│　━━┓
　　　摂　　津　　四　　　14　───┐ 0　　　　　　　　　　　　　　│2　　　　　　2┃　　　　　　　　　　　　　 　0┌───　39　　　芝　　　　　谷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┐　　　　　　　　　　　│　　　０　　　┃　　　　　　　　　　　┌━━━┓
　　　千　　里　　丘　　　15　━━━┛10　　│ 7　　　　　　　　　　│　　　　　　　┃　　　　　　　　　　 3│　 　7┗━━━　40　　　三　　　　　島
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┓　　　　　　　│　　　佐　　　┃　　　　　　　┏━━━┓
　　　古　　江　　台　　　16　───┐ 1　　┃10　　┃　　　　　　　│　　　　　　　┃　　　　　　　┃　　 8┃　　 7┏━━━　41　　　茨　　木　　西
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　┃ 8　　　　　　│　　　井　　　┃　　　　　　 8┃　　　┗━━━┛
　　　茨　　木　　北　　　17　━━━┛ 9　　　　　　┗━━━┐　　　│　　　　　　　┃　　　┌━━━┛　　　　　　 6└───　42　　　山　　　　　田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 1　　│　　　│　　　寺　　　┃　　　│　　 1│
　　　高　　槻　　四　　　18　───────┐ 0　　│　　　│　　　│　　　　　　　┃　　　│　　　│　　 2┏━━━━━━━　43　　　高　　槻　　十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┘　　　│　　　│　　　　　　　┃　　　│　　　└━━━┛
　　　西　　山　　田　　　19　━━━━━━━┛ 7　　　　　　│5 　　│　　　　　　　┃　　 1│　　　　　　 1└───────　44　　　摂　　津　　二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┘　　　　　　　┗━━━┓
　　　東雲・茨木西(OP)　　20　───┐ 1　　　　　　　　　　┃6　　　　　　　　　　　　　　3┃　　　　　　　　　　 9┌───　45　　　吹　　田　　二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┐　　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　　┌━━━┓
　　　南　　千　　里　　　21　━━━┛ 3　　│ 0　　　　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　　　　 1│　　12┗━━━　46　　　城　　　　　南
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┐　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┏━━━┓
　　　片　　　　　山　　　22　───┐ 3　　┃ 3　　│　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┃　　17┃　　10┏━━━　47　　　佐　　井　　寺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　│　　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　　┃　　　┗━━━┛
　　　天　　　　　王　　　23　━━━┛ 5　　　　　　│ 3　　┃　　　　　　　　　　　　　　　┃　　11┃　　　　　 　0└───　48　　　高　　槻　　二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┏━━━┛　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┛
　　　養　　　　　精　　　24　━━━━━━━┓ 8　　┃ 5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1│　　 2┌───────　49　　　阿　　武　　野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┗━━━┛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└━━━┓
　　　阿　　武　　山　　　25　───────┘ 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8┗━━━━━━━　50　　　茨　　木　　南



　　　　第６日                             　　　　　　　　　　　　　　2022年９月24日（土）

　　　　Ｑ会場　摂津市立第二中学校

　　　　◇決勝◇

　　　　　佐 井 寺│０００　０００　０│０
　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　五　　領│２０１　００１　Ｘ│４

　　　　◇準決勝◇

　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　養　　精│０００　２０│２　　　　　　　　　佐 井 寺│２００　０００　０│２
　　　　　────┼──────┼─　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　五　　領│２０３　３1X│９　　　　　　　　　吹 田 一│０００　１００　０│１

　　　　◇準々決勝◇

　　　　第５日                             　　　　　　　　　　　　　　2022年９月17日（土）

　　　　Ｏ会場　高槻市立五領中学校

　　　　　平　　田│０００　０００　０│０　　　　　　　　　茨 木 北│５００　０００　０│５
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　五　　領│１１０　００２　Ｘ│４　　　　　　　　　養　　精│１１０　０２０　2X│６

　　　　Ｐ会場　吹田市立竹見台中学校

　　　　　　 冠 　│０００　００２　０│２　　　　　　　　　佐 井 寺│２０１　０００　０│３
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　吹 田 一│１３０　０２０　Ｘ│６　　　　　　　　　茨 木 西│０１０　０００　０│１



　　　　◇３回戦◇

　　　　第４日                             　　　　　　　　　　　　　　2022年９月11日（日）

　　　　Ｍ会場　高槻市立第六中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　島 本 一│０１０　０１１　０│３　　　　　　　　　五　　領│11７１│19
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼───┼─
　　　　　平　　田│１３０　０００　Ｘ│４　　　　　　　　　如　　是│０００│０

　　　　　　　　　　　　　　　　六回ｺｰﾙﾄﾞ 
　　　　　西 山 田│１００　０００│１　　　　　　　　　　　養　　精│０２０　１１１　０│５
　　　　　────┼───────┼─　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　茨 木 北│００１　３１3X│８　　　　　　　　　　　天　　王│０００　１００　２│３

　　　　Ｎ会場　吹田市立第五中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TB
　　　　　山田東・竹見台(OP)│００２　０１３　２│８　　　　豊　　津│１３０　０１０　０２│７
　　　　　─────────┼─────────┼─　　　　────┼──────────┼─
　　　　　　　　　冠　　　　│２４３　０００　Ｘ│９　　　　吹 田 一│０３０　０１０　１3X│８

　　　　　　　　　　　　　　　　六回ｺｰﾙﾄﾞ 　　　　　　　　　　　　　　　　三回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　茨 木 西│１００　５１１│８　　　　　　　　　　　茨 木 南│００１│１
　　　　　────┼───────┼─　　　　　　　　　　　────┼───┼─
　　　　　高 槻 十│０００　１００│１　　　　　　　　　　　佐 井 寺│８２1X│11

　　　　◇２回戦◇

　　　　第３日                             　　　　　　　　　　　　　　2022年９月10日（土）

　　　　Ｉ会場　高槻市立第八中学校

　　　　　島 本 一│２００　００１　１│４　　　　　　　　　高 槻 六│１００　２００　１│４
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　柳　　川│０００　０１１　１│３　　　　　　　　　平　　田│２０１　０２０　Ｘ│５

　　　　　茨 木 東│０００　０００　０│０　　　　　　　　如　　　　　是│２００　２０１　２│７
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　───────┼─────────┼─
　　　　　五　　領│１１１　０００　Ｘ│３　　　　　　　　吹田三・六(OP)│０００　３００　０│３



　　　　Ｊ会場　吹田市立千里丘中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　茨 木 北│１２１　５０１　０│10　　　　　　　　　高 槻 四│０００　０００│０
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼───────┼─
　　　　　千 里 丘│００４　０３０　０│７　　　　　　　　　西 山 田│３００　１０3X│７

　　　　　南 千 里│０００　０００　０│０　　　　　　　　　養　　精│３１１　２０１　０│８
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　天　　王│００１　００２　Ｘ│３　　　　　　　　　阿 武 山│２０４　０００　０│６

　　　　Ｋ会場　吹田市立豊津中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　六回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　高 槻 九│０００　０００│０　　　　　　　　山田東・竹見台(OP)│０００　２００　４│６
　　　　　────┼───────┼─　　　　　　　　─────────┼─────────┼─
　　　　　　 冠 　│１０４　０１1X│７　　　　　　　　摂　　　津　　　一│１００　０００　０│１

　　　　　　　　　　　　　　　　六回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　吹 田 五│０００　０００│０　　　　　　　　追手門学院│００１　０１０　０│２
　　　　　────┼───────┼─　　　　　　　　─────┼─────────┼─
　　　　　吹 田 一│１００　１４０│６　　　　　　　　豊　　　津│１０２　０００　Ｘ│３

　　　　Ｌ会場　高槻市立第二中学校

　　　　　三　　島│０００　１０１　１│３　　　　　　　　　摂 津 二│１００　０００　０│１
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　茨 木 西│０４２　１０１　Ｘ│８　　　　　　　　　高 槻 十│１００　０００　1X│２

　　　　　　　　　　　　　　四回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　佐 井 寺│７０２　８│17　　　　　　　　　　　　　茨 木 南│１３０　１０３　０│８
　　　　　────┼─────┼─　　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　城　　南│１００　０│１　　　　　　　　　　　　　阿 武 野│０００　２００　０│２



　　　　◇１回戦◇

　　　　第２日                             　　　　　　　　　　　　　　2022年９月４日（日）

　　　　Ｅ会場　高槻市立冠中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　　 冠 　│１０１　１００　５│８　　　　　　　　　摂 津 一│００２　０６│８
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼──────┼─
　　　　　太　　田│０００　１００　０│１　　　　　　　　　西　　陵│０００　１０│１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　青　　　山　　　台│０００　００│０
　　　　　─────────┼──────┼─
　　　　　山田東・竹見台(OP)│０１２　０4X│７

　　　　Ｆ会場　吹田市立高野台中学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　六回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　吹 田 五│０００　３１３│７　　　　　　　　　　　島 本 二　　対　　吹 田 一
　　　　　────┼───────┼─　
　　　　　高 野 台│０００　０００│０　　　　　　　　　　　島本二が棄権。吹田一が２回戦へ進出。

　　　　Ｇ会場　摂津市立第二中学校

　　　　　三　　島│０４２　０１│７　　　　　　　　　　　　茨 木 西│１１２　３００　０│７
　　　　　────┼──────┼─　　　　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　芝　　谷│０００　００│０　　　　　　　　　　　　山　　田│００２　０００　４│６

　　　　Ｈ会場　高槻市立阿武野中学校

　　　　　第一試合　　吹田二　９－12　城　南
　　　　　第二試合　　佐井寺　10－０　高槻二（四回ｺｰﾙﾄﾞ）

　　　　第１日                             　　　　　　　　　　　　　　2022年９月３日（土）

　　　　Ａ会場　高槻市立第三中学校

　　　　　第一試合　　柳　川　９－３　高槻三･八･川西
　　　　　第二試合　　高槻六　１－０　高槻一
　　　　　第三試合　　北　陵　０－９　平　田（五回ｺｰﾙﾄﾞ）



　　　　Ｂ会場　茨木市立東中学校

　　　　　五　　領│１００　１２２　０│６　　　　　　　　　彩 都 西│００１　０００　０│１
　　　　　────┼─────────┼─　　　　　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　豊 津 西│０００　０００　１│１　　　　　　　　　茨 木 東│００３　００１　Ｘ│４

　　　　Ｃ会場　吹田市立西山田中学校

　　　　　　　　　　　　　　四回ｺｰﾙﾄﾞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五回ｺｰﾙﾄﾞ
　　　　　摂 津 四│０００　０│０　　　　　　　　　　　　　古 江 台│００１　００│１
　　　　　────┼─────┼─　　　　　　　　　　　　　────┼──────┼─
　　　　　千 里 丘│１４２　3X│10　　　　　　　　　　　　　茨 木 北│１０４　４Ｘ│９

　　　　Ｄ会場　高槻市立阿武山中学校

　　　　　東雲・茨木西(OP)│０００　０００　１│１　　　　　片　　山│０００　３００　０│３
　　　　　────────┼─────────┼─　　　　　────┼─────────┼─
　　　　　南　　 千 　　里│１１０　００１　Ｘ│３　　　　　天　　王│１０３　０１０　Ｘ│５


