
  

勝 負 分 勝率 備考

中学部 42 28 0 0.6

学童A 34 31 6 0.523

学童B 28 17 2 0.622

学童C 58 9 1 0.866

学童D 22 9 0 0.71

2022年度試合結果一覧表



【葛⻄ファイターズ　中学部　2022年試合⼀覧】
No. ⽇付 対戦相⼿ 勝敗 試合区分

1 1⽉23⽇ ⻄⼤井倉⽥野球クラブ 勝利 公式戦
2 1⽉30⽇ 道塚俱楽部 敗戦 公式戦
3 2⽉20⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦
4 2⽉23⽇ みどりクラブC 勝利 公式戦
5 2⽉23⽇ みどりクラブCA 勝利 公式戦
6 2⽉27⽇ みどりクラブ B 敗戦 公式戦
7 2⽉27⽇ 清新ハンターズ 勝利 公式戦
8 3⽉6⽇ 江⼾川オリオンズ 勝利 練習試合
9 3⽉6⽇ 江⼾川オリオンズ 敗戦 練習試合

10 3⽉13⽇ ⻑島ビーバーズ 敗戦 公式戦
11 3⽉20⽇ ドルフィンズ 勝利 練習試合
12 3⽉20⽇ ドルフィンズ 勝利 練習試合
13 3⽉27⽇ ⼆之江リバース 勝利 公式戦
14 4⽉3⽇ 葛⻄南アローズ 勝利 公式戦
15 4⽉3⽇ ジュニアナインズ 敗戦 公式戦
16 4⽉17⽇ ⼆之江リバース 敗戦 公式戦
17 4⽉24⽇ ⽬⿊バックス 勝利 公式戦
18 4⽉29⽇ ⽴会キングス 敗戦 公式戦
19 5⽉3⽇ ⼤島クラブ 敗戦 練習試合
20 5⽉3⽇ ⼤島クラブ 敗戦 練習試合
21 5⽉4⽇ 六郷ペガサス 勝利 練習試合
22 5⽉4⽇ ⼤井⻄ツインズ 勝利 練習試合
23 5⽉5⽇ ラビットタイガース 敗戦 公式戦
24 5⽉5⽇ ラビットタイガース 敗戦 練習試合
25 5⽉22⽇ ラビットタイガース 敗戦 練習試合
26 5⽉22⽇ ラビットタイガース 勝利 練習試合
27 5⽉29⽇ 荒川レジェンド 勝利 練習試合
28 6⽉5⽇ 杉並ジェッツ 勝利 公式戦
29 6⽉5⽇ 葛⻄南アローズ 勝利 公式戦
30 6⽉19⽇ 下鎌⽥アトムズ 勝利 公式戦
31 6⽉26⽇ ⼩岩ジュニアナインズ 勝利 公式戦
32 6⽉26⽇ 荒川レジェンド 勝利 公式戦
33 6⽉26⽇ ⼆之江リバース 敗戦 公式戦
34 7⽉3⽇ オール落合 敗戦 公式戦
35 7⽉3⽇ オール落合 勝利 練習試合
36 7⽉3⽇ 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
37 7⽉10⽇ 江東パワーフォース 敗戦 公式戦
38 7⽉17⽇ 葛⻄南アローズB 勝利 公式戦
39 7⽉18⽇ みどりクラブA 敗戦 公式戦
40 7⽉18⽇ ⻑島ビーバーズ 敗戦 公式戦
41 7⽉31⽇ ⼤塚オールスターズ 敗戦 公式戦
42 8⽉7⽇ みどりクラブ 勝利 公式戦
43 8⽉7⽇ 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
44 8⽉11⽇ みどりクラブB 勝利 公式戦
45 8⽉11⽇ みどりクラブC 勝利 公式戦
46 8⽉28⽇ ボールメイツ 勝利 公式戦
47 9⽉4⽇ ブラックキラーズ 敗戦 練習試合
48 9⽉4⽇ 　ブラックキラーズ 敗戦 練習試合
49 2⽉18⽇ 清瀬球友会 敗戦 公式戦
50 9⽉19⽇ ⼆之江リバース 敗戦 公式戦
51 9⽉25⽇ ⼤島クラブ 勝利 練習試合
52 9⽉25⽇ ラビットタイガース 勝利 練習試合
53 10⽉2⽇ ⾜⽴ドリームスターズ 勝利 練習試合
54 10⽉2⽇ ⾜⽴ドリームスターズ 勝利 練習試合
55 10⽉9⽇ ⾜⽴ヤンガース 勝利 公式戦
56 10⽉9⽇ 新宿⽜込　ベースボールクラブ 勝利 練習試合
57 10⽉16⽇ ⼤島クラブ 敗戦 公式戦
58 10⽉16⽇ ⼤森ホワイトスネークス 敗戦 公式戦
59 10⽉23⽇ リトルフィッシュ 勝利 公式戦
60 10⽉30⽇ 江⼾川オリオンズ 勝利 練習試合
61 10⽉30⽇ 江⼾川オリオンズ 勝利 練習試合
62 11⽉3⽇ ⽴会キングス 勝利 公式戦
63 11⽉3⽇ ⾜⽴ドリームスターズ 敗戦 公式戦
64 11⽉6⽇ 神⾕ライオンズ 敗戦 公式戦
65 11⽉20⽇ ⽬⿊ピータース 勝利 公式戦
66 11⽉27⽇ ⽇本橋ベースボールクラブ 勝利 練習試合
67 11⽉27⽇ ⽇本橋ベースボールクラブ 勝利 練習試合
68 12⽉4⽇ ⼤島クラブ 勝利 練習試合
69 12⽉11⽇ 城南鵬翔 勝利 公式戦
70 12⽉18⽇ 仲町ブルーストロング 勝利 公式戦

0.6 70試合︓ 42勝 28敗 0分 勝率︓ 6割0分0厘

〇9-4　東東京新⼈戦予選ブロック
〇8-0　東東京新⼈戦予選ブロック

●1-4　23区⼤会2回戦
〇7-2　東東京新⼈戦予選ブロック
〇5-1
〇8-1　
〇3-0　

〇5-0　春季⻄⽀部

⼤会名
〇8-2　東東京新⼈戦予選ブロック
●0-13　東東京新⼈戦予選ブロック
〇3-1　春季⻄⽀部
〇4-3　春季⻄⽀部

〇10-1　ときわ杯1回戦

●2-4　春季⻄⽀部
〇6-0　春季⻄⽀部
〇8-3
●4-5
●2-3
〇13-1
〇4-2
〇7-6　全⽇本江⼾川1回戦
〇6-4　全⽇本江⼾川2回戦
●6-9　全⽇本江⼾川準決勝
●3-3タイブレーク1-3　春季葛⻄2回戦

〇13-2　新⼈戦江⼾川2回戦

●0-1　ときわ杯2回戦
●7-8
●0-2
〇10-4
〇21-0
●5-6　東東京新⼈戦予選ブロック
●1-8
●2-15
〇10-1　
〇4-2
〇3-1　南東京⼤会

●1-3　葛⻄連盟親善試合

〇4-3　新⼈戦江⼾川準決勝
〇14-7　新⼈戦江⼾川決勝　優勝
〇2-1　東東京1次予選ブロック
●3-4　第⼀地区⼤会
●3-5　東東京1次予選ブロック
〇14-0
●0-8　第⼀地区⼤会
●1-4　都⼤会1回戦
〇13-2　葛⻄警察⼤会
●1-8　葛⻄警察⼤会準決勝
●2-3　葛⻄警察⼤会3位決定戦

〇4-3

〇11-3　秋季⻄⽀部
●7-11　秋季⻄⽀部
〇6-4　秋季⻄⽀部
〇6-4　秋季⻄⽀部
〇6-2　南東京⼤会
●2-3　
●1-4　
●4-5　新⼈戦都⼤会
●3-6　秋季葛⻄⼤会
〇9-3
〇4-1

〇3-2　23区⼤会1回戦
●5-9　⻄新井リーグ3回戦

〇6-2　
〇9-0

〇9-1
〇8-1　⻄新井リーグ1回戦
〇7-1
●0-3　オータムカップ2回戦
●1-8　南東京⼤会
〇3-0　⻄新井リーグ2回戦



【葛⻄ファイターズ　Aチーム　2022年試合⼀覧】
No. ⽇付 対戦相⼿ 勝敗 試合区分
1 1⽉9⽇ レッドカイザース 引き分け 練習試合
2 1⽉15⽇ ゼットタイガー 勝利 練習試合
3 1⽉16⽇ 不動パイレーツ 敗戦 公式戦
4 1⽉16⽇ ゴールデンタイガー 敗戦 練習試合
5 2⽉5⽇ ⼾塚アイアンボンドス 勝利 練習試合
6 2⽉5⽇ 七船スターズ 勝利 練習試合
7 2⽉12⽇ 浅草ベースボールクラブ 勝利 練習試合
8 2⽉12⽇ 浅草ベースボールクラブ 勝利 練習試合
9 2⽉13⽇ ⼤島タイガース 勝利 練習試合
10 2⽉19⽇ ⽬⿊ペガサス 引き分け 練習試合
11 2⽉20⽇ みどりクラブ 勝利 公式戦
12 2⽉23⽇ 葛⻄ファイターズB 引き分け 公式戦
13 2⽉26⽇ Nリトルズ 敗戦 公式戦
14 2⽉26⽇ Nリトルズ 勝利 練習試合
15 2⽉27⽇ 豊上ジュニアーズ 敗戦 公式戦
16 2⽉27⽇ 豊上ジュニアーズ 敗戦 練習試合
17 3⽉5⽇ 習志野台ワンパクズ 引き分け 練習試合
18 3⽉5⽇ 東王ジュニア 敗戦 練習試合
19 3⽉6⽇ ブルーシャークス 敗戦 公式戦
20 3⽉6⽇ 七船スターズ 勝利 公式戦
21 3⽉11⽇ ホワイトベルーガ 引き分け 練習試合
22 3⽉12⽇ 葛⻄キラーズ 勝利 公式戦
23 3⽉12⽇ 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
24 3⽉19⽇ ⼆⼩クラブ 勝利 公式戦
25 3⽉20⽇ ⿅⾻三丁⽬スネークス 勝利 公式戦
26 3⽉27⽇ 下篠レッズ 勝利 公式戦
27 4⽉9⽇ 浦安ベイマリーンズ 敗戦 練習試合
28 4⽉10⽇ しらさぎ 敗戦 公式戦
29 4⽉10⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦
30 4⽉17⽇ 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
31 4⽉23⽇ レッドローズ 敗戦 練習試合
32 4⽉24⽇ ジュニアナインズ 敗戦 公式戦
33 4⽉29⽇ 船堀ダックスく 勝利 公式戦
34 4⽉30⽇ ⼤橋みどりファイターズ 敗戦 公式戦
35 5⽉1⽇ 雷サンダース 敗戦 公式戦
36 5⽉4⽇ ホワイトベルーガ 勝利 公式戦
37 5⽉5⽇ ⻄伊興若潮ジュニア 敗戦 公式戦
38 5⽉5⽇ ⿇布キッズ 敗戦 練習試合
39 5⽉7⽇ ⼤橋みどりファイターズ 敗戦 公式戦
40 5⽉8⽇ しらさぎ 敗戦 公式戦
41 5⽉29⽇ ブルースカイズ 勝利 練習試合
42 6⽉11⽇ 向⼭ファイターズ 敗戦 公式戦
43 6⽉19⽇ ⾼輪台ファイターズ 勝利 練習試合
44 6⽉25⽇ ゴールデンタイガー 敗戦 練習試合
45 6⽉26⽇ 七船スターズ 勝利 公式戦
46 6⽉26⽇ 浦⼩クラブ 勝利 公式戦
47 7⽉2⽇ 南⾏徳ホークス 敗戦 公式戦
48 7⽉3⽇ 船堀ダックスクラブ 勝利 公式戦
49 7⽉3⽇ ゴールデンタイガー 敗戦 公式戦
50 7⽉9⽇ 若潮スワローズ 勝利 公式戦
51 7⽉10⽇ 真砂シーホークス 敗戦 公式戦
52 7⽉17⽇ 南⼤井少年野球クラブ 勝利 公式戦
53 7⽉23⽇ 東エンジェルス 勝利 練習試合
54 7⽉31⽇ 舎⼈スポーツ少年団 勝利 練習試合
55 8⽉6⽇ 浅草ベースボールクラブ 敗戦 練習試合
56 8⽉7⽇ 東⾦町ライナーズ 敗戦 公式戦
57 8⽉20⽇ ライナーズ 勝利 公式戦
58 8⽉21⽇ 七船スターズ 勝利 公式戦
59 8⽉21⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦
60 8⽉21⽇ 下篠レッズ 敗戦 練習試合
61 8⽉27⽇ 荒川ジャンプ 勝利 公式戦
62 8⽉28⽇ 清新ハンターズ 引き分け 公式戦
63 9⽉4⽇ みどりクラブ 勝利 公式戦
64 9⽉11⽇ 江⼾川フットーズ 勝利 公式戦
65 9⽉19⽇ ⻄海ドラゴンズ 敗戦 公式戦
66 9⽉23⽇ 潮⾒パワーズ 勝利 練習試合
67 9⽉25⽇ ブルーシャークス 敗戦 公式戦
68 10⽉1⽇ 雷サンダース 敗戦 公式戦
69 10⽉2⽇ ⻄伊興若潮ジュニア 敗戦 公式戦
70 11⽉20⽇ プリムロール（浦和市） 勝利 公式戦
71 11⽉20⽇ Kincon(墨⽥区） 勝利 公式戦

0.52308 71試合︓ 34勝 31敗 6分 勝率︓ 5割2分3厘

〇6︓3

⼤会名
△9︓9
〇19︓1
●0︓9　フィールドフォース
●5︓6

△6︓6

〇6︓1
〇9︓4
〇5︓2
〇9︓4
△6︓6
〇13︓0　⻄⽀部
△3︓3　⻄⽀部
●2︓6　ミズノカップ
〇7︓0
●1︓8　サムライカップ①
●3︓4

〇7︓0　⻄⽀部

●1︓3
●1︓7　⻄⽀部
〇6︓2　⻄⽀部
△5︓5
〇11︓4　葛⻄1回戦
●2︓4　⻄⽀部
〇10︓0　全⽇本江⼾川1回戦
〇9︓1　全⽇本江⼾川2回戦
〇2︓1　全⽇本江⼾川3回戦
●4︓9
●1︓6　全⽇本江⼾川準々決勝

〇13︓5

●1︓4　江⼾川敗者復活戦
●6︓7
●1︓2　江⼾川敗者復活戦
〇7︓0　葛⻄準々決勝
●2︓6　トラバース杯①
●0︓7　葛⻄準決勝
〇11︓10　ジャビット
●4︓5　サムライカップ②
●3︓7
●1︓6　サムライカップ③
●1︓10　ジャビット準決勝

●0︓3　ポップアスリート準々決勝
〇6︓1　ポップアスリートメモリアル
〇4︓1　ポップアスリートメモリアル

〇15︓1

●0︓7　トラバース杯②
〇6︓1
●1︓13
〇8︓2　第⼀地区
〇10︓4　トラバース杯③
●6︓9　トラバース杯④
〇7︓0　第⼀地区準決勝
●4︓6　第⼀地区決勝
〇8︓1　トラバース杯⑤
●1︓4　サムライカップ④
〇7︓0　ポップアスリート

●7︓13
〇6︓3　ポップアスリート③
△0︓0　⻄⽀部③

〇9︓3
●4︓9
●2︓5　荒川クリエーション
〇3︓2　ポップアスリート②
〇7︓0　⻄⽀部①
○20︓0　⻄⽀部②

〇5︓3　⻄⽀部④
〇11︓1　葛⻄1回戦
●4︓13　サムライカップ⑤
〇4︓1
●3︓12　⻄⽀部⑤
●1︓7　葛⻄2回戦



【葛⻄ファイターズ　Ｂチーム　2022年試合⼀覧】
No. ⽇付 対戦相⼿ 勝敗 試合区分

1 1⽉23⽇ 潮⾒パワーズ 勝利 練習試合
2 2⽉20⽇ ブルーシャークスA 敗戦 公式戦
3 2⽉23⽇ 清新ハンターズA 引き分け 公式戦
4 2⽉23⽇ 葛⻄ファイターズA 引き分け 公式戦
5 3⽉6⽇ みどりクラブA 勝利 公式戦
6 3⽉23⽇ 七船スターズA 勝利 公式戦
7 3⽉27⽇ ⼗⼋軒アトムズA 敗戦 公式戦
8 5⽉28⽇ ゼットタイガー 勝利 練習試合
9 5⽉29⽇ レッドカイザース 敗戦 公式戦

10 5⽉29⽇ ブルースカイズ 勝利 練習試合
11 6⽉5⽇ FTJ 敗戦 練習試合
12 6⽉11⽇ ⽤賀ベアーズ 勝利 練習試合
13 6⽉11⽇ ⽤賀ベアーズ 敗戦 練習試合
14 6⽉19⽇ ⼤橋みどりファイターズ 敗戦 練習試合
15 6⽉19⽇ ⾦町ジャイアンツ 敗戦 練習試合
16 6⽉26⽇ オール⿇布 勝利 練習試合
17 7⽉2⽇ 江⼾川ジュニアリバース 敗戦 練習試合
18 7⽉3⽇ 扇タ―キース 勝利 練習試合
19 7⽉3⽇ 本⼀⾊イーグルス 敗戦 練習試合
20 7⽉9⽇ ホワイトベルーガ 勝利 練習試合
21 7⽉10⽇ 清新ハンターズ 勝利 練習試合
22 7⽉24⽇ ⼆⼩クラブ 勝利 公式戦
23 8⽉6⽇ ホワイトベルーガホークス 勝利 公式戦
24 8⽉7⽇ ⼭彦エンゼルス 勝利 公式戦
25 8⽉11⽇ しらさぎB 勝利 公式戦
26 8⽉14⽇ しらさぎA 敗戦 公式戦
27 8⽉21⽇ ⻑島ビーバーズ 勝利 公式戦
28 9⽉3⽇ 品川レインボーズ 敗戦 練習試合
29 9⽉10⽇ 潮⾒パワーズ 勝利 練習試合
30 9⽉17⽇ 薬園台リトルスター 敗戦 練習試合
31 9⽉17⽇ 薬園台リトルスター 敗戦 練習試合
32 9⽉23⽇ 旗の台クラブ 勝利 公式戦
33 9⽉25⽇ 武蔵野エースハンターズ 勝利 公式戦
34 10⽉1⽇ レッドカイザース 勝利 公式戦
35 10⽉2⽇ ⼭野レッドイーグルス 敗戦 公式戦
36 10⽉9⽇ 七船スターズ 勝利 公式戦
37 10⽉9⽇ みどりクラブ＋ブルシャ合同 勝利 公式戦
38 10⽉10⽇ 七船スターズ 勝利 公式戦
39 10⽉10⽇ 清新ハンターズ 勝利 公式戦
40 10⽉15⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦
41 11⽉13⽇ ゼットタイガー 勝利 練習試合
42 11⽉19⽇ 東砂モンキーズ 勝利 練習試合
43 11⽉19⽇ ニュー愛宕 勝利 練習試合
44 11⽉20⽇ ⼩⿅野カージナルスジュニア 敗戦 公式戦
45 12⽉11⽇ 葛飾アニマルズ 勝利 公式戦
46 12⽉11⽇ 不動パイレーツ 敗戦 練習試合
47 12⽉18⽇ 城北メッツ 敗戦 公式戦
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

0.62222 47試合︓ 28勝 17敗 2分 勝率︓ 6割2分2厘

〇7-4
〇14-1
●1-2　ジュニアフレンドカップ1回戦
〇6-2　クリスマスカップ1回戦
●2-3
●0-1 クリスマスカップ2回戦

〇11-0

●0-3
●3-16
〇2-1　新⼈戦都⼤会1回戦
〇8-2　新⼈戦都⼤会2回戦
〇17-0　秋季葛⻄⼤会
●8-9　新⼈戦都⼤会3回戦　ベスト16
〇10-0　秋季葛⻄⼤会　優勝
〇14-0　秋季⻄⽀部⼤会
〇11-4　秋季⻄⽀部⼤会
〇2-0　秋季⻄⽀部⼤会
〇17-10　秋季⻄⽀部⼤会　優勝

〇9-4

〇11-7
●10-12
〇12-8
〇5-4
〇16-2　新⼈戦江⼾川⼤会1回戦
〇9-2　新⼈戦江⼾川⼤会2回戦
〇10-0　新⼈戦江⼾川⼤会3回戦
〇11-2　新⼈戦江⼾川⼤会準々決勝
●1-4　新⼈戦江⼾川⼤会準決勝
〇9-2　新⼈戦江⼾川⼤会第三位決定戦
●4-6

●5-11

〇6-4　春季⻄⽀部⼤会
●5-7　春季⻄⽀部⼤会
〇5-4
●3-5
〇16-3
●5-7　
〇5-3
●3-10
●6-9
●3-18
〇3-2

〇8-7　春季⻄⽀部⼤会

⼤会名
〇8-7
●0-15　春季⻄⽀部⼤会
△3-3　春季⻄⽀部⼤会
△3-3　春季⻄⽀部⼤会



【葛⻄ファイターズ　Ｃチーム　2022年試合⼀覧】
No. ⽇付 対戦相⼿ 勝敗 試合区分

1 1⽉9⽇ 池雪ジュニアストロング 勝利 練習試合
2 1⽉9⽇ 池雪ジュニアストロング 勝利 練習試合
3 1⽉10⽇ 旗の台クラブ 勝利 練習試合
4 1⽉16⽇ 今井ジャイアンツ 勝利 練習試合
5 1⽉23⽇ ⾦町ジャイアンツ 勝利 練習試合
6 1⽉23⽇ ⾦町ジャイアンツ 勝利 練習試合
7 2⽉5⽇ ⻄伊興若潮ジュニア 勝利 練習試合
8 2⽉5⽇ ⻄伊興若潮ジュニア 敗戦 練習試合
9 2⽉23⽇ カバラホークス 勝利 練習試合

10 2⽉23⽇ カバラホークス 勝利 練習試合
11 2⽉26⽇ ⼤橋みどりファイターズ 勝利 公式戦
12 2⽉27⽇ ブルースカイズ 勝利 練習試合
13 3⽉6⽇ 連合（みどり、ブルシャ、スターズ） 勝利 公式戦
14 3⽉13⽇ 清新ハンターズ 勝利 公式戦
15 3⽉20⽇ 舎⼈スポーツ少年団 勝利 公式戦
16 3⽉21⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦
17 4⽉9⽇ 深川レッドソックス 勝利 公式戦
18 4⽉10⽇ 雷サンダース 敗戦 公式戦
19 4⽉17⽇ サンジュニア 勝利 公式戦
20 4⽉24⽇ ナインスターズ 勝利 公式戦
21 5⽉8⽇ 海神スパローズ 勝利 公式戦
22 5⽉8⽇ 海神スパローズ 勝利 練習試合
23 5⽉15⽇ 富美浜イーグルス 勝利 公式戦
24 5⽉15⽇ 富美浜イーグルス 勝利 練習試合
25 5⽉28⽇ ゼットタイガー 勝利 公式戦
26 5⽉29⽇ ⼤橋みどりファイターズ 勝利 公式戦
27 5⽉29⽇ 品川ブルーレーシング 勝利 公式戦
28 6⽉5⽇ 浦⼩クラブ 勝利 公式戦
29 6⽉11⽇ 福栄かもめファイターズ 勝利 公式戦
30 6⽉12⽇ ⾼輪クラブ 勝利 公式戦
31 6⽉12⽇ 越中島ブレーブス 敗戦 練習試合
32 6⽉19⽇ ⽉島ライオンズ 勝利 公式戦
33 6⽉19⽇ ⽉島ライオンズ 勝利 練習試合
34 6⽉26⽇ いちがやチーターズ 勝利 公式戦
35 6⽉26⽇ いちがやチーターズ 勝利 練習試合
36 7⽉2⽇ 江⼾川ジュニアリバーズ 勝利 練習試合
37 7⽉10⽇ 旗の台クラブ 勝利 練習試合
38 7⽉10⽇ 旗の台クラブ 勝利 練習試合
39 7⽉16⽇ 雷サンダース 勝利 公式戦
40 7⽉18⽇ 平井ビクトリーズ 敗戦 公式戦
41 7⽉18⽇ ⼤橋みどりファイターズ 勝利 公式戦
42 7⽉24⽇ ⻄海ドラゴンズ 敗戦 公式戦
43 8⽉6⽇ 元宮ファイターズ 勝利 公式戦
44 8⽉6⽇ 中部ユニオンズ 勝利 公式戦
45 8⽉11⽇ 船橋フェニックス 敗戦 公式戦
46 8⽉21⽇ 連合（みどり、ブルシャ、スターズ） 勝利 公式戦
47 8⽉21⽇ 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
48 8⽉28⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦
49 8⽉28⽇ 葛⻄ファイターズD 勝利 公式戦
50 9⽉4⽇ 南⾏徳ホークス 勝利 練習試合
51 9⽉4⽇ 南⾏徳ホークス 引き分け 練習試合
52 9⽉11⽇ ⽤賀ベアーズ 勝利 練習試合
53 9⽉23⽇ レッド・プリンス・キラーズ連合 勝利 公式戦
54 10⽉1⽇ 船堀ダックス 勝利 公式戦
55 10⽉9⽇ 雷サンダース 勝利 公式戦
56 10⽉10⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦
57 10⽉16⽇ ⾼輪台ファイターズ 勝利 公式戦
58 10⽉29⽇ 城北メッツ 勝利 公式戦
59 10⽉29⽇ 城北メッツ 勝利 練習試合
60 10⽉30⽇ 元加賀 勝利 練習試合
61 10⽉30⽇ 元加賀 敗戦 練習試合
62 11⽉3⽇ 豊上ジュニアーズ 敗戦 公式戦
63 11⽉5⽇ ⻄⽥野球クラブ 勝利 公式戦
64 11⽉5⽇ ⻄⽥野球クラブ 勝利 練習試合
65 11⽉19⽇ フェニックス 勝利 練習試合
66 11⽉27⽇ 深川ジャイアンツ 勝利 公式戦
67 12⽉4⽇ ⾼島エイト 勝利 公式戦
68 12⽉11⽇ ⼭野レッドイーグルス 勝利 公式戦
69
70

0.86567 68試合︓ 58勝 9敗 1分 勝率︓ 8割6分6厘

◯13:8 スーパーリーグ決勝トーナメント2回戦

◯19:1 スーパーリーグ予選

◯6:5 スーパーリーグ決勝トーナメント決勝

◯10:0 ⻄⽀部秋季
◯11:3

◯14:4 ⻄⽀部秋季

◯7:0 葛⻄秋季⼤会1回戦
◯9:0 葛⻄秋季⼤会2回戦
◯5:1 葛⻄秋季⼤会準決勝
◯5:1 葛⻄秋季⼤会決勝
◯15:8 スーパーリーグ決勝トーナメント1回戦

⼤会名

◯9:4 スーパーリーグ決勝トーナメント準決勝

◯14:2
◯14:1
◯8:0
◯19:3
◯16:1

◯11:1 サムライカップ予選
◯10:0 サムライカップ予選
●1:5 サムライカップ予選
◯11:1 ⻄⽀部秋季
●0:5 ⻄⽀部秋季

◯12:2
◯4:1
●6:10
◯10:0
◯10:0

◯6:5
◯12:3
◯5:3
◯4:3

◯15:6

◯13:1

◯19:5

●4:5

◯14:4

◯21:4 トラバース杯予選
◯10:2 トラバース杯予選
◯8:3 サムライカップ予選

◯7:6 サムライカップ予選

◯17:0 ⻄⽀部春季
◯3:2 ⻄⽀部春季
◯19:0 スーパーリーグ予選
◯8:1 ⻄⽀部春季
◯20:3 スーパーリーグ予選
●1:3 葛⻄春季⼤会
◯8:6 スーパーリーグ予選
◯10:1 スーパーリーグ予選
◯10:0 トラバース杯予選

◯5:2 トラバース杯予選

◯30:2 スーパーリーグ予選
◯7:0 トラバース杯予選
◯13:3 スーパーリーグ予選

●7:8 サムライカップ決勝トーナメント1回戦
◯4:2 スーパーリーグ決勝トーナメント3回戦

◯7:5 スーパーリーグ決勝トーナメント準々決勝

◯16:4 サムライカップ予選

◯11:4 トラバース杯決勝トーナメント1回戦
●4:12 新⼈戦江⼾川区⼤会1回戦
◯7:1 トラバース杯決勝トーナメント準決勝
●1:7 トラバース杯決勝トーナメント決勝

◯9:1
◯12:1

△5:5
◯4:0

◯5:2
◯8:3
●1:2



【葛⻄ファイターズ　Dチーム　2022年試合⼀覧】
No. ⽇付 対戦相⼿ 勝敗 試合区分 ⼤会名
1 1⽉23⽇ ニュー愛宕 勝利 練習試合 〇20︓10
2 1⽉23⽇ 東陽フェニックス 勝利 練習試合 〇13︓9
3 3⽉20⽇ 旗の台クラブ 勝利 練習試合 〇10︓4
4 3⽉27⽇ 合同（ブルシャ・スターズ・みどり） 勝利 公式戦 〇12︓4　⻄⽀部Tボール①
5 3⽉27⽇ 合同（アトムズ・ハンターズ） 勝利 公式戦 〇25︓4　⻄⽀部Tボール②
6 4⽉10⽇ ⻄伊興若潮ジュニア 勝利 練習試合 〇20︓9
7 4⽉24⽇ 東王ジュニア 勝利 練習試合 〇10︓2
8 5⽉1⽇ 荒川ジャンプ 勝利 練習試合 〇9︓6
9 6⽉5⽇ ブルースカイズ 勝利 練習試合 〇9︓1
10 6⽉12⽇ ⾼輪クラブ 敗戦 練習試合 ●4︓10
11 7⽉10⽇ レッドサンズ 敗戦 練習試合 ●7︓12
12 7⽉10⽇ レッドサンズ 敗戦 練習試合 ●6︓9
13 8⽉7⽇ 船橋フェニックス 勝利 練習試合 〇18︓9
14 8⽉7⽇ 船橋フェニックス 勝利 練習試合 〇7︓3
15 8⽉11⽇ しらさぎ 勝利 練習試合 〇18︓8
16 8⽉28⽇ 合同（ブルシャ・スターズ・みどり） 勝利 公式戦 〇13︓5　⻄⽀部Cリーグ
17 8⽉28⽇ 葛⻄ファイターズC 敗戦 公式戦 ●0︓10　⻄⽀部Cリーグ
18 9⽉4⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦 〇19︓2　⻄⽀部Cリーグ
19 9⽉23⽇ ニュー愛宕 勝利 練習試合 〇10︓3
20 10⽉2⽇ 清新ハンターズ 敗戦 公式戦 ●3︓12　⻄⽀部Cリーグ
21 10⽉9⽇ 町⽥ツインズ 勝利 公式戦 〇3︓0　荒川⽵の⼦予選
22 10⽉9⽇ 町⽥ツインズ 勝利 練習試合 〇2︓1
23 10⽉16⽇ ⼤島中央 敗戦 公式戦 ●6︓8　荒川⽵の⼦予選
24 10⽉16⽇ ⼤島中央 敗戦 公式戦 ●4︓7
25 10⽉23⽇ 合同（ブルシャ・スターズ・みどり・ハンターズ） 勝利 公式戦 〇14︓4　オレンジ⻄⽀部①
26 10⽉30⽇ ⼗⼋軒アトムズ 勝利 公式戦 〇12︓2　オレンジ⻄⽀部決勝
27 11⽉13⽇ 松島ファルコンズ 勝利 公式戦 〇17︓0　オレンジ江⼾川1回戦
28 11⽉20⽇ リトルファイターズ 勝利 公式戦 〇11︓1　オレンジ江⼾川2回戦
29 11⽉26⽇ 雷サンダース 勝利 公式戦 〇8︓1　オレンジ江⼾川準決勝
30 11⽉27⽇ しらさぎA 敗戦 公式戦 ●5︓6　オレンジ江⼾川決勝
31 12⽉11⽇ ⼗⼋軒アトムズ（2年⽣以下） 敗戦 練習試合 ●3︓8

31試合︓22勝　9敗　0分　　勝率7割1分0厘


