
津山高校野球部戦績

日付 結果 対戦校 種別 日付 結果 対戦校 種別

H30.3.11 ○  12－3 和気閑谷 練習試合 H30.8.1 ● 　7－8 倉吉西 練習試合

H30.3.11 ○  10－6 和気閑谷 練習試合 H30.8.1 ○   9－6 倉吉西 練習試合

H30.3.18 ○   4－2 岡山城東 練習試合 H30.8.4 ○   6－3 高梁 練習試合

H30.3.18 ●   4－8 岡山城東 練習試合 H30.8.4 ●  3－17 玉島商業 練習試合

H30.3.24 ●  0－13 岡山県共生 春季県大会北部地区予選 H30.8.5 ●　 1－3 東岡山工業 練習試合

H30.3.25 ○   4－3 津山高専 春季県大会北部地区予選 H30.8.5 ●　 5－6 東岡山工業 練習試合

H30.4.1 ○  10－4 岡山県美作 春季県大会北部地区予選 H30.8.8 ●　 2－5 和泉 練習試合

H30.4.7 ● 　5－6 林野 春季県大会北部地区予選 H30.8.8 ●　 1－2 和泉 練習試合

H30.4.8 ○   6－4 岡山県美作 春季県大会北部地区予選 H30.8.9 ●　 2－4 岡山大安寺 中高一貫大会

H30.4.14 ○   3－0 津山工業 春季県大会北部地区予選 H30.8.11 ●  1－21 初芝橋本 練習試合

H30.4.15 ●  2－12 岡山県作陽 春季県大会北部地区予選 H30.8.11 ●  9－10 京都翔英 練習試合

H30.4.21 ○   3－1 邑久 練習試合 H30.8.12 ●　 0－8 京都西城陽 練習試合

H30.4.21 ● 　6－9 邑久 練習試合 H30.8.12 △　 2－2 京都西城陽 練習試合

H30.4.22 ○   8－6 津山商業 練習試合 H30.8.19 ●  4－11 備前緑陽 練習試合

H30.4.22 ● 　3－7 津山商業 練習試合 H30.8.19 ○   6－4 備前緑陽 練習試合

H30.4.29 ○   4－2 瀬戸 練習試合 H30.8.25 ○   3－2 岡山県美作 秋季大会北部地区予選

H30.4.29 ○   5－4 瀬戸 練習試合 H30.8.26 ●  2－12 津山工業 秋季大会北部地区予選

H30.4.30 ●　 3－4 玉島商業 練習試合 H30.9.5 ○  14－4 津山東 秋季大会北部地区予選

H30.4.30 ●  2－12 玉島商業 練習試合 H30.9.11 ●　 2－4 岡山県作陽 秋季大会北部地区予選

H30.5.6 ○   2－1 勝山 美作地区総体 H30.9.13 ○   5－4 津山工業 秋季大会北部地区予選

H30.5.6 ○  11－2 岡山県美作 美作地区総体 H30.9.15 ○   5－4 岡山県美作 秋季大会北部地区予選

H30.5.12 ○   7－0 岡山県作陽 美作地区総体 H30.9.16 ●　 6－7 勝山 秋季大会北部地区予選

H30.5.26 ●  2－12 岡山県共生 練習試合 H30.10.20 ○   5－3 鳥取工業 練習試合

H30.5.26 ○   3－1 岡山県共生 練習試合 H30.10.20 ●　 2－9 鳥取工業 練習試合

H30.5.26 ○ 17－10 津山工業 練習試合 H30.10.21 ○   5－2 高梁 練習試合

H30.5.27 ○  12－6 倉吉総合産業 練習試合 H30.10.21 ○   6－4 高梁 練習試合

H30.5.27 ○  13－7 倉吉総合産業 練習試合 H30.10.28 ●　 2－9 岡山南 練習試合

H30.6.2 ○  17－8 大手前高松 練習試合 H30.10.28 ●  2－20 米子北 練習試合

H30.6.2 ●  6－11 大手前高松 練習試合 H30.11.4 ●  2－11 津山工業 練習試合

H30.6.3 ○  13－1 庄原格致 練習試合 H30.11.11 ●　 2－8 岡山県美作 一年生大会

H30.6.3 ○   7－4 庄原格致 練習試合 H30.11.17 ●　 4－8 岡山城東 練習試合

H30.6.9 ○ 15－14 津山商業 練習試合 H30.11.17 ●  7－15 岡山城東 練習試合

H30.6.10 ○   7－6 林野 練習試合 H30.11.18 ○   7－2 玉野 練習試合

H30.6.16 ●　 1－5 八頭 練習試合 H30.11.18 ●  5－14 玉野 練習試合

H30.6.16 ●　 1－3 滝野北 練習試合 H30.11.23 ○   3－2 笠岡商業 練習試合

H30.6.17 ●　 2－5 倉吉西 練習試合 H30.11.23 ○   2－1 笠岡商業 練習試合

H30.6.17 ○  14－2 倉吉西 練習試合

H30.6.24 ○  15－1 高梁 練習試合

H30.6.24 ○  12－6 高梁 練習試合

H30.6.30 ○  10－6 津山東 練習試合

H30.6.30 ● 　2－7 津山東 練習試合

H30.7.1 ○   8－0 鳥取工業 練習試合

H30.7.1 ●　 0－8 鳥取工業 練習試合

H30.7.15 ●　 3－6 岡山芳泉 選手権岡山大会
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