令和２年度（ 2020 － 21 年）
５月10日
◎吹田市の学校を中心に軟式野球大会への参加が始まる（1980年・第 20 回大会）
この年の春から三島地区大会が始められた（優勝：千里丘）。
軟式優勝野球大会は第 20 回を記念し，準決勝・決勝で日生球場を使用した。日生球場は現在は取り壊されているが，大阪城の
向かいに位置し，近鉄バファローズの常打ち球場で，また高校野球大阪大会の終盤戦を行っていた球場であった。
大会参加校数 214。一気に増えて大会史上初の 200 台に届いた。
三島地区の参加校の顔ぶれは下記の通りである（当時の新聞表記では「吹田」17）。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃吹田市：第一，第二，第三，第五，山田，片山，青山台，高野台，竹見台，千里丘，西山田，南千里（12）┃
┃茨木市：東雲，追手門学院(2)
高槻市：高槻(1)
摂津市：なし
島本町：第一，第二(2) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
この２年後，1982年の全国高等学校野球選手権大会大阪大会で府立春日丘が優勝する。
春日丘は茨木市の学校であり，当時は公立高校入試に学区制があったから，生徒の殆どは三島地区の中学校出身者であった。
春日丘の選手権大会登録選手(２年生)のうち，第 20 回優勝大会に出場した選手と同じ中学校・同じ名字の選手が存在する。
彼らはおそらく同一人物と思われる。
この年の夏は雨天が多く「冷夏」と言われた。大会の日程消化も会場の再確保等難しかったことが新聞記事からうかがえる。
これまでは第二次抽選へ進んだ学校は三島地区にはなかったが，今大会 36 強（４回戦・５回戦進出）に３チームが入った。
【第２次組み合わせ結果】
┌───┐
│千里丘│━━┓11
４┏━━ 城 東（大阪市）
└───┘
┗━━┐
┏━━┛
（大阪市）夕陽丘 ──┘３ │１
０┃ ２└── 富田林一（南河内）
┏━━┓
┏━━┛延十・抽
（泉 北）三国丘 ━━━━━┛２ ┃１
０┃ ０└─────
鳳 （泉 北）
┗━━┐
┌━━┛延十・抽
（泉 南）熊 取 ─────┐０ │０ │
│ ０│ 1X┏━━━━━ 登美丘（泉 北）
┏━━┘
│
│
└━━┛延九
（泉 南）山 直 ━━━━━┛７
│０
０│
０└───── 今 市（大阪市）
┏━━┐
┏━━┓
（大阪市）東 淀 ─────┐１
┃１ │
┃ １┃
０┌───── 新 池（泉 南）
延九┏━━┐
┃
│
┃
┃
┌━━┓
（大阪市） 緑
━━━━━┛２ │３ ┃
│
┃
┃ ２│ ２┗━━━━━ 五箇荘（泉 北）
延十・抽┏━━┛
│
┃
┗━━┓延九
（大阪市）大和川 ━━━━━┓２ ┃３
│
┃
３┃ １┌───── 喜 連（大阪市）
┗━━┛
│
陵 南
┃
┗━━┓
（泉 北）金岡北 ─────┘１
│
１－３
┃
2X┗━━━━━ 陵 南（泉 北）
│２
┃
０┃
┌───┐
┏───┗━━━┛延十・抽
│高野台│━━┓７
┃４
０│
２┏━━ 城 陽（大阪市）
└───┘五コ┗━━┓
┃
│
┌━━┛
（泉 北）東 陽 ──┘０ ┃２
┃
│
１│ ０└── 高 南（泉 北）
┗━━┐
┃
│
┏━━┓
（大阪市）本 庄 ─────┘１ │１
┃
│
４┃ ４┗━━━━━ 忠 岡（泉 北）
延八┏━━┓
┃
│
┏━━┛
（南河内）高鷲南 ━━━━━┓１ ┃２ ┃
┃
│
┃ ０│ １┏━━━━━ 豊 崎（大阪市）
┗━━┛
┃
┃
│
┃
└━━┛延十
（大阪市）大正中央─────┘０
┃７ ┃
│ １┃
０└───── 矢田西（大阪市）
五回┗━━┛
└━━┛
（南河内）富田林三─────┐１
│０
０│
４┏━━━━━ 美津島（大阪市）
┏━━┓
│
│
┏━━┛
（門 真）門真六 ━━━━━┛７ ┃３ │
│ ６┃ １└───── 岸 城（泉 南）
┗━━┘
└━━┛
┌───┐
（南河内）富田林二━━━━━┓２ │１
３│ ０┌─────│片 山│
┗━━┘
└━━┓
└───┘
（大阪市） 菫
─────┘１
１┗━━━━━ 金岡南（泉 北）
【６回戦】
８月１日
高石球場③（延長八回）
高野台│００１ ０００ ００│１
───┼──────────┼─
高鷲南│０００ ０００ １1X│２
【５回戦】
７月29日
和泉市民球場①
本 庄│１００ ０００ ０│１
───┼─────────┼─
高野台│０２０ ０００ Ｘ│２

高石球場①
千里丘│０００ ０１０ ０│１
───┼─────────┼─
三国丘│０１１ ０００ Ｘ│２

桜の宮球場④
片 山│０００ ０００ ０│０
───┼─────────┼─
金岡南│０１０ ０００ Ｘ│１

【４回戦】
７月28日
高石球場②（五回ｺｰﾙﾄﾞ）
泉・東陽│０００ ００│０
────┼──────┼─
高 野 台│２００ １4X│７

同左③
千里丘│１０５ ００３ ２│11
───┼─────────┼─
夕陽丘│００３ ０００ Ｘ│３

【第１次組み合わせ結果】
【３回戦】
７月27日
城陽中学校②
茨田北│０００ ０００ ０│０
───┼─────────┼─
高野台│０００ ００１ Ｘ│１
７月26日
春木中球場③
片 山│００１ ００１ ０│２
───┼─────────┼─
上野芝│０００ ０００ ０│０

金岡南中学校①
青山台│０００ ０００ ０│０
───┼─────────┼─
三国丘│１１０ ０１０ Ｘ│３

【２回戦】
７月25日
真田山球場①（延長※九回・抽選で高野台）
島本二│０１０ ０００ ０００│１
───┼───────────┼─
高野台│０１０ ０００ ０００│１
※記事では「大会規定の十回で決着つかず」。

同左④（延長八回）
菅 南│０１０ ２００ ００│３
───┼──────────┼─
千里丘│０００ ０２１ ０1X│４

高石球場③
吹田一│０００ ０００ ０│０
───┼─────────┼─
青山台│０００ １１０ Ｘ│１

牛ノ口球場①（延長十回・抽選で片山）
片 山│０００ １００ ０００ ０│１
───┼─────────────┼─
春 木│０００ ００１ ０００ ０│１
７月24日
富田林市民球場①
追手門学院 ０－９

高鷲南

【１回戦】
７月22日
牛ノ口球場①
山 田│０００ ０００ ０│０
───┼─────────┼─
片 山│０２０ ０００ Ｘ│２

喜連中球場②（降雨ｺｰﾙﾄﾞ）
竹見台│０００ ００│０
───┼──────┼─
喜 連│２０１ ０Ｘ│３

東中本球場②
美原西│０２０ ０００ ０│２
───┼─────────┼─
東 雲│０００ ０００ ０│０

同左④
岸・葛城│０００ ０００│０
────┼───────┼─（六回ｺｰﾙﾄﾞ）
千 里 丘│４１０ １０1X│７
７月23日
我孫子球場③
竹見台│０４０ ０００ ０│４
───┼─────────┼─
矢田南│０００ １００ ０│１

同左④
千里丘│３０４ ００│７
───┼──────┼─（五回ｺｰﾙﾄﾞ）
野 田│０００ ００│０

忠岡球場①
吹 田 五│０００ ０００ ０│０
────┼─────────┼─
富・葛城│０１０ ０１０ Ｘ│２

同左③
西山田│０１０ ０００ ０│１
───┼─────────┼─
美津島│２０１ ０００ Ｘ│３

高石球場②
田 辺│０００ ０００ ０│０
───┼─────────┼─
青山台│３０２ ００１ Ｘ│６

和泉市民球場③
島本一│０００ ０００ ０│０
───┼─────────┼─
門真四│０００ ３００ Ｘ│３

７月21日
寺田町球場①
高 槻│１００ ０００ ０│１
───┼─────────┼─
東 淀│０１０ ０１０ Ｘ│２

同左③
竹見台│０００ ０１１ ０│２
───┼─────────┼─
貝塚三│０００ ０００ １│１

高石球場③（無安打無得点試合）
吹田三│０００ ０００ ０│０
───┼─────────┼─
門真二│１００ ００２ Ｘ│３

和泉市民球場①（延長九回）
吹田二│２００ ０００ ０００│２
───┼───────────┼─
矢田西│１１０ ０００ ００1X│３

※第 31 回大阪中学校優勝野球大会（準硬式）
中央大会進出校
＜豊中地区代表＞
関大一
柳 川，阿武野 ※阿武野は大阪大会準優勝。

＜守口地区代表＞
茨木東，天 王，豊 川

住吉球場①（六回ｺｰﾙﾄﾞ）
南 千 里│０００ ０００│０
────┼───────┼─
富田林三│００１ ３１2X│７

