
  

勝 負 分 勝率 備考
中学部 15 29 5 0.341
学童A 33 19 4 0.635
学童B 23 16 1 0.59
学童C 15 14 2 0.517
学童D 1 8 0.111

2020年度試合結果⼀覧表



【葛⻄ファイターズ　中学部　2020年試合⼀覧】
No. 日付 対戦相手 勝敗 試合区分

1 1月11日 目⿊ピータース 敗戦 公式戦
2 1月13日 目⿊ピータース 勝利 練習試合
3 1月13日 目⿊ピータース 勝利 練習試合
4 2月2日 多摩フレンズベースボールクラブ 敗戦 公式戦
5 2月9日 オール落合 敗戦 公式戦
6 2月9日 十八軒アトムズA 敗戦 公式戦
7 2月11日 みどりクラブA 敗戦 公式戦
8 2月11日 大島クラブ 敗戦 練習試合
9 2月11日 みどりクラブB 敗戦 公式戦

10 2月11日 石泉クラブ 敗戦 公式戦
11 2月23日 大井⻄ツインズ 敗戦 練習試合
12 2月23日 十八軒アトムズB 敗戦 公式戦
13 2月24日 上馬シニア 敗戦 練習試合
14 2月24日 上馬シニア 引き分け 練習試合
15 2月24日 藤の台 敗戦 公式戦
16 3月1日 清新ハンターズA 勝利 公式戦
17 3月1日 清新ハンターズB 敗戦 公式戦
18 3月22日 江⼾川オリオンズ 勝利 練習試合
19 3月22日 江⼾川オリオンズ 敗戦 練習試合
20 3月22日 江⼾川オリオンズ 敗戦 練習試合
21 7月12日 十八軒アトムズ 勝利 公式戦
22 8月2日 みどりクラブ 敗戦 公式戦
23 8月9日 ⻑島ビーバーズ 勝利 公式戦
24 8月16日 ⾜⽴ドリームスターズ 敗戦 練習試合
25 8月16日 ⾜⽴ドリームスターズ 敗戦 練習試合
26 8月30日 二之江リバース 勝利 公式戦
27 8月30日 南葛⻄アローズ 勝利 公式戦
28 9月13日 みどりクラブB 勝利 公式戦
29 9月13日 十八軒アトムズA 勝利 公式戦
30 9月20日 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
31 9月21日 みどりクラブA 敗戦 公式戦
32 9月27日 大井⻄ツインズ 引き分け 練習試合
33 9月27日 大井⻄ツインズ 引き分け 練習試合
34 10月4日 ⾜⽴球友会 敗戦 練習試合
35 10月4日 ⾜⽴球友会 敗戦 練習試合
36 10月18日 鐘ヶ淵イーグルス 敗戦 練習試合
37 10月18日 鐘ヶ淵イーグルス 敗戦 練習試合
38 11月1日 南葛⻄アローズ 敗戦 練習試合
39 11月1日 南葛⻄アローズ 引き分け 練習試合
40 11月3日 ラビットタイガー 敗戦 練習試合
41 11月3日 リトルジャイアンツ 敗戦 練習試合
42 11月22日 オールドリームス 勝利 練習試合
43 11月23日 大井⻄ツインズ 敗戦 練習試合
44 12月6日 ボールメイツ 勝利 練習試合
45 12月6日 ボールメイツ 勝利 公式戦
46 12月13日 オール落合 引き分け 練習試合
47 12月13日 オール落合 敗戦 公式戦
48 12月20日 六郷ペガサス 勝利 公式戦
49 12月20日 六郷ペガサス 勝利 練習試合

0.3409 49試合︓ 15勝 29敗 5分 勝率︓ 3割4分1厘

〇4-3（B)
●1-13（B)
〇4-2（B)
〇5-1⻄東京教育リーグ
△2-2（B)
●1-2⻄東京教育リーグ
〇4-1東東京予選（B)
〇5-3（B)

●0-5（B)

●3-6⻄⽀部秋季（B)
●1-7⻄⽀部秋季（B)
△2-2（B)
△4-4（B)
●0-11（B)
●1-7（B)
●0-9（B)
●1-9（B)
●1-4（B)
△2-2（B)
●2-3（B)

○2-0⻄⽀部秋季（B)

〇3-1（A)
●0-1（A)
●2-4（新1年⽣）
〇6-1葛⻄大会（A)
●7-8葛⻄大会（A)
●3-4葛⻄警察大会（A)
●0-4（B)
●2-3（B)
〇2-0葛⻄警察大会（A)
○5-2葛⻄警察大会（A)　優勝
○7-3⻄⽀部秋季（B)

●4-5⻄⽀部教育リーグ

●1-4⻄⽀部春季
●2-6⻄⽀部春季
●0-4
●7-9⻄⽀部教育リーグ（新1年⽣）
●0-13⻄東京教育リーグ（新1年⽣）
●1-2（A)
●0-9⻄⽀部教育リーグ
●1-3（A)
△4-4（A)
●0-21⻄東京教育リーグ
○13-0⻄⽀部春季

●1-4東東京決勝T（A)

大会名
●2-3　⻄東京教育リーグ（新1年⽣）
○9-1（A)
〇5-1（A)
●4-8（新1年⽣）



【葛⻄ファイターズ　Aチーム　2020年試合⼀覧】
No. 日付 対戦相手 勝敗 試合区分

1 1月5日 品川ﾜｰﾙﾄﾞｲｰｸﾞﾙｽ/第⼀戦 勝利 練習試合
2 1月5日 品川ﾜｰﾙﾄﾞｲｰｸﾞﾙｽ/第二戦 勝利 練習試合
3 1月11日 晴海アポローズ 引き分け 練習試合
4 1月12日 豊上ジュニアーズ 勝利 公式戦
5 1月13日 リトルジャイアンツ/第⼀戦 敗戦 練習試合
6 1月13日 リトルジャイアンツ/第二戦 敗戦 練習試合
7 2月1日 新浦安ドリームスター/第⼀戦 勝利 練習試合
8 2月1日 新浦安ドリームスター/第二戦 勝利 練習試合
9 2月2日 オール麻布 勝利 公式戦

10 2月9日 レッドファイヤーズ 敗戦 公式戦
11 2月9日 茎崎ファイターズ 敗戦 公式戦
12 2月11日 葛⻄ファイターズB 勝利 公式戦
13 2月16日 十八軒アトムズ 勝利 公式戦
14 2月16日 ブルーシャークス 勝利 公式戦
15 2月22日 ホワイトイーグルス 勝利 練習試合
16 2月22日 竹仲 勝利 練習試合
17 2月24日 七船スターズ 勝利 公式戦
18 2月24日 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
19 2月29日 菊坂ファイヤーズ 敗戦 練習試合
20 3月1日 みどりクラブ 勝利 公式戦
21 6月21日 給田 敗戦 練習試合
22 6月27日 薬園台リトルスター 敗戦 練習試合
23 6月27日 エンジェルス 敗戦 練習試合
24 7月5日 ⻲⾼ペガサス/第⼀戦 引き分け 練習試合
25 7月5日 ⻲⾼ペガサス/第二戦 引き分け 練習試合
26 7月11日 不動パイレーツ 引き分け 練習試合
27 7月12日 新田ファイヤーズ 勝利 公式戦
28 7月19日 越中島ブレーブス 勝利 練習試合
29 7月24日 ホワイトウイングス 勝利 公式戦
30 8月9日 旗の台クラブ 勝利 練習試合
31 8月10日 品川ブルーレーシング 敗戦 練習試合
32 8月10日 マッハブレーブス 勝利 練習試合
33 8月15日 ホワイトウイングス 勝利 公式戦
34 8月16日 上篠崎ムスタングクラブ 勝利 公式戦
35 8月22日 Kドリームズ 勝利 練習試合
36 8月22日 旗の台クラブ 敗戦 練習試合
37 8月23日 ブルースカイ 敗戦 練習試合
38 8月29日 池雪ジュニアストロング 敗戦 公式戦
39 9月13日 清新ハンターズ 勝利 公式戦
40 9月13日 みどりクラブ 勝利 公式戦
41 9月20日 レッドカイザーズ 勝利 公式戦
42 9月21日 船四アタックス 勝利 公式戦
43 9月22日 しらさぎ 敗戦 公式戦
44 9月27日 ホワイトベルーガ 勝利 公式戦
45 10月3日 十八軒アトムズ 勝利 公式戦
46 10月4日 雷サンダース 勝利 公式戦
47 10月4日 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
48 10月18日 ⻑島ビーバーズ 敗戦 公式戦
49 10月24日 ホワイトイーグルス 勝利 練習試合
50 10月25日 城北メッツ 敗戦 練習試合
51 11月1日 清瀬レッドライオンズ 勝利 公式戦
52 11月3日 花保シャークスクラブ 勝利 公式戦
53 11月8日 昭島リトルイーグルス 勝利 公式戦
54 11月15日 旗の台クラブ 敗戦 公式戦
55 11月22日 ブルーシャークス 敗戦 公式戦
56 11月22日 七船スターズ 勝利 公式戦

0.6346 56試合︓ 33勝 19敗 4分 勝率︓ 6割3分5厘

全日本都大会準々決勝/●2:6　ベスト8
秋季⻄⽀部大会第四戦/●0:4
秋季⻄⽀部大会第五戦/〇7:1

全日本都大会3回戦/〇5:4

葛⻄大会2回戦/〇24:0
都知事杯江⼾川大会準決勝/●2:7
都知事杯代表者決定戦/〇15:0
秋季⻄⽀部大会第二戦/〇16:0
葛⻄大会準々決勝/〇6:3
秋季⻄⽀部大会第三戦/●3:6
葛⻄大会準決勝/●1:2
〇21:1
●1:2
全日本都大会1回戦/〇4:2
全日本都大会2回戦/〇7:2

都知事杯江⼾川大会準々決勝/〇11:0

〇3:1
●6:9
〇11:9
都知事杯江⼾川大会2回戦/〇12:1
都知事杯江⼾川大会3回戦/〇10:1
〇10:3
●5:6
●7:9
ポップアスリート3回戦/●2:6
都知事杯江⼾川大会4回戦/〇10:0
秋季⻄⽀部大会第⼀戦/〇5:4

ポップアスリート2回戦/○13:0

春季⻄⽀部大会第五戦/●0:7
●0:4
春季⻄⽀部大会最終戦/○10:3
●6:7
●2:6
●2:14
△0:0
△4:4
△6:6
ポップアスリート1回戦/○3:1
○6:5

春季⻄⽀部大会第四戦/○11:1

●6:10
○3:2
○4:2
フィールドフォースＣ準々決勝/○10:0
フィールドフォースＣ準決勝/●3:8
フィールドフォースＣ3位決定戦/●8:9
春季⻄⽀部大会第⼀戦/○12:2
春季⻄⽀部大会第二戦/○14:0
春季⻄⽀部大会第三戦/○5:0
○9:1
○11:5

●0:2

大会名
○8:1
○7:2
△2:2
フィールドフォースＣ二回戦/○4:3



【葛⻄ファイターズ　Ｂチーム　2020年試合⼀覧】
No. 日付 対戦相手 勝敗 試合区分

1 1月19日 豊上ジュニアーズ① 敗戦 練習試合
2 1月19日 豊上ジュニアーズ② 敗戦 練習試合
3 2月8日 船六フェローズ 勝利 練習試合
4 2月8日 ⻤越⻤⾼メッツ 勝利 練習試合
5 2月11日 十八軒アトムズA 勝利 公式戦
6 2月11日 葛⻄ファイターズA 敗戦 公式戦
7 2月22日 竹仲 勝利 練習試合
8 2月23日 スターズA 勝利 公式戦
9 2月24日 ハンターズA 敗戦 公式戦

10 2月24日 みどりクラブA 敗戦 公式戦
11 2月29日 砧南球友 勝利 公式戦
12 3月1日 ブルーシャークスA 敗戦 公式戦
13 6月21日 ホワイトウイングス 勝利 公式戦
14 7月5日 ブルーシャークス 勝利 公式戦
15 7月11日 南大井少年野球クラブ 勝利 公式戦
16 7月12日 雷サンダース 敗戦 公式戦
17 8月1日 松島ファルコンズ 勝利 公式戦
18 8月9日 江⼾川ファイターズ 勝利 公式戦
19 8月10日 しらさぎ 敗戦 公式戦
20 8月29日 お茶の⽔スリーアローズ 勝利 練習試合
21 9月19日 中央フェニックス 勝利 公式戦
22 9月22日 フェニックス 勝利 公式戦
23 10月3日 谷端ジュニアーズ 敗戦 公式戦
24 10月4日 城北メッツ 敗戦 公式戦
25 10月11日 ハンターズ 勝利 公式戦
26 10月11日 アトムズA 勝利 公式戦
27 10月25日 駒込ベアーズ 引き分け 公式戦
28 10月25日 Jrオール 敗戦 練習試合
29 11月7日 東陽フェニックス 敗戦 練習試合
30 11月8日 スターズA 勝利 公式戦
31 11月14日 越中島ブレーブス 勝利 公式戦
32 11月15日 ブルーシャークス 勝利 公式戦
33 11月15日 みどりクラブ 勝利 公式戦
34 11月22日 駒込ベアーズ 敗戦 公式戦
35 11月23日 上⾼野クリッパーズ 勝利 公式戦
36 11月28日 カバラホークス 敗戦 公式戦
37 12月6日 元加賀① 敗戦 練習試合
38 12月6日 元加賀② 勝利 練習試合
39 12月13日 ブルースカイズ 敗戦 公式戦
40 12月20日 磯辺シャークス 勝利 公式戦

0.5897 40試合︓ 23勝 16敗 1分 勝率︓ 5割9分0厘

〇4-1⻄⽀部春季

大会名
●3-10
●0-5
〇14-2
〇7-2

○7-6新人戦1回戦

●2-12⻄⽀部春季
○6-5
○10-1⻄⽀部春季
●2-7⻄⽀部春季
●2-3⻄⽀部春季
〇17-5　U5①
●0-13⻄⽀部春季
〇9-2葛⻄大会1回戦
〇11-1葛⻄大会2回戦
〇9-3ポップ2回戦
●6-7葛⻄大会準決勝

●1-4

○3-0新人戦2回戦
●4-15新人戦3回戦
○10-8
○5-4ポップ3回戦
○5-2　U5②
●1-11ポップ4回戦
●2-9　U5③
○4-0⻄⽀部秋季
〇9-0⻄⽀部秋季
△5:5　U5④
●9-10

○3-2
○9-2　U5準々決勝
〇9-1⻄⽀部秋季
○8-3⻄⽀部秋季
●2-3　U5準決勝
〇4-1ジュニアフレンド①
●0-10ジュニアフレンド②
●0-4
○6-4
●10-12クリスマスカップ①
○6-5フィールドフォース①



【葛⻄ファイターズ　Ｃチーム　2020年試合⼀覧】
No. 日付 対戦相手 勝敗 試合区分

1 1月19日 相⽣イーグルス 敗戦 練習試合
2 1月25日 深川ジャイアンツ 敗戦 練習試合
3 2月1日 奥⼾南⻘空 敗戦 公式戦
4 2月9日 七船スターズ 勝利 公式戦
5 2月11日 みどりクラブ 勝利 公式戦
6 2月11日 越中島ブレーブス 敗戦 公式戦
7 2月23日 清新ハンターズ 敗戦 公式戦
8 2月24日 十八軒アトムズ 勝利 公式戦
9 2月29日 ブルーシャークス 勝利 公式戦

10 7月5日 ニュー愛宕 勝利 公式戦
11 7月12日 日本橋ファイターズ 敗戦 公式戦
12 7月12日 レッドファイヤーズ 勝利 練習試合
13 7月19日 新宿ドリームス 引き分け 公式戦
14 8月1日 七北クラブ 勝利 練習試合
15 8月2日 東陽フェニックス 勝利 練習試合
16 8月2日 東陽フェニックス 勝利 練習試合
17 8月9日 北原少年野球クラブ 勝利 練習試合
18 8月10日 ⻄浮間イーグルス 敗戦 練習試合
19 8月16日 ⾼島エイト 敗戦 練習試合
20 8月16日 ⾼島エイト 引き分け 練習試合
21 8月30日 船橋フェニックス 敗戦 練習試合
22 8月30日 船橋フェニックス 敗戦 練習試合
23 9月13日 平井ビクトリー 勝利 公式戦
24 9月21日 しらさぎ 敗戦 公式戦
25 9月22日 七船スターズ 敗戦 公式戦
26 9月23日 十八軒アトムズ 勝利 公式戦
27 10月3日 清新ハンターズ 勝利 公式戦
28 10月4日 七船スターズ 敗戦 公式戦
29 10月18日 みどりクラブ 勝利 公式戦
30 11月1日 ブルーシャークス 敗戦 公式戦
31 12月6日 ゼットタイガー 勝利 練習試合

0.5172 31試合︓ 15勝 14敗 2分 勝率︓ 5割1分7厘

●5:13　スーパーリーグ②
○10:8
△6:6　スーパーリーグ③

●6:9 新小岩オレンジ敗者戦
●4:5　⻄⽀部春季
〇13:0　⻄⽀部春季
〇5:4　⻄⽀部春季
○14:0　スーパーリーグ①

●5:10
●0:10
●6:9 新小岩公園オレンジ1回戦
○10:6 ⻄⽀部春季
○16:5 ⻄⽀部春季

○9:8
○8:7
○10:0
○16:5 
●5:18
●3:7
△5:5
●11:12
●11:13
○12:2　江⼾川低学年大会①
●0:14　江⼾川低学年大会②
●1:9　葛⻄大会①
〇10:9　⻄⽀部秋季
○7:4　⻄⽀部秋季
●0:10　⻄⽀部秋季
〇12:3　⻄⽀部秋季
●0:3　⻄⽀部秋季
〇7:2

大会名



【葛⻄ファイターズ　Dチーム　2020年試合⼀覧】
No. 日付 対戦相手 勝敗 試合区分 大会名

1 7月19日 オール麻布 敗戦 練習試合 ●8:14
2 8月29日 お茶の⽔スリーアローズ 勝利 練習試合 〇12:11
3 9月27日 不動パイレーツ 敗戦 練習試合 ●0:14
4 9月27日 不動パイレーツ 敗戦 練習試合 ●2:14
5 10月4日 ゼットタイガー 敗戦 練習試合 ●3:8
6 10月4日 ゼットタイガー 敗戦 練習試合 ●1:4
7 10月24日 清新ハンターズ 敗戦 公式戦 ●2:8　オレンジ⻄⽀部1回戦
8 11月8日 豊上ジュニアーズ 敗戦 練習試合 ●10:17
9 12月6日 ゼットタイガー 敗戦 練習試合 ●7:9

9試合︓1勝8敗（勝率1割1分1厘）


