
2022年 対戦成績
公　式　戦:12試合　4勝8敗

No 試合日 大会名 対戦チーム スコア 登板投手（網掛け:責任投手）
1 4月8日

JABA⾧野大会 リーグ戦
ロキテクノ富山 〇 7-1 酒井 中村 伊藤

2 4月9日 TDK ● 8-9 佐渡 中村 藤田 羽毛田 伊藤
3 4月10日 Honda ● 3-4 工藤
4 5月2日

JABAベーブルース杯大会 リーグ戦
東邦ガス ● 0-9 佐渡 酒井 伊藤 中村

5 5月3日 明治安田生命 ● 3-6 工藤 酒井 佐渡
6 5月4日 西濃運輸 ● 0-3 佐渡 羽毛田 藤田 中村
7 5月14日

都市対抗野球1次予選
1回戦 佐久コスモスターズ硬式野球クラブ ○ 21-1 酒井 中村 羽毛田

8 5月15日 決勝戦 千曲川硬式野球クラブ ● 5-6 工藤 佐渡
9 6月3日

都市対抗野球2次予選
1回戦 新潟コンマーシャル倶楽部 ○ 8-1 中村 酒井

10 6月4日 準決勝戦 千曲川硬式野球クラブ ● 7-18 工藤 佐渡 酒井 中村 羽毛田 伊藤
11 9月8日

日本選手権最終予選
1回戦 伏木海陸運送 〇 4-3 酒井 佐渡 工藤

12 9月9日 準決勝戦 IMF BANDITS富山 ● 3-7 中村 藤田 佐渡 工藤

オープン戦:26試合　15勝9敗2分　　　
No 試合日 オープン戦会場 対戦チーム スコア 登板投手（網掛け:責任投手）
1 3月13日 NTT更北Ｇ 東京Mets ○ 11-２ 伊藤 工藤 藤田 佐渡
2 3月19日

オリンピックスタジアム
信濃グランセローズ ● 4-9 工藤 中村 佐渡 藤田 伊藤

3 3月20日 千曲川硬式野球クラブ ○ 7-5 酒井 羽毛田 中村 伊藤
4 3月21日 松本大学 ○ 2-1 中村 藤田 羽毛田 佐渡
5 4月2日 中野市営球場 信濃グランセローズ ● 7-8 佐渡 中村 工藤
6 4月3日

NTT更北G
ジェイファム ● 4-7 酒井 羽毛田 伊藤 藤田 工藤

7 4月9日 YBC柏 ○ 14-7 酒井 伊藤 中村 藤田
8 4月10日 セガサミーG セガサミー △ 1-1 工藤 中村 佐渡
9 4月16日

NTT更北G
全足利クラブ ○ 21-2 佐渡 藤田 伊藤

10 5月8日 日本ウェルネス ◯ 9-0 酒井 中村 藤田 羽毛田 伊藤
11 5月20日 太田市運動公園野球場 SUBARU ● 4-8 佐渡 酒井 羽毛田 工藤 伊藤
12 5月21日 駿河台大学G 駿河台大学 ● 4-5 中村 山 藤田 伊藤 羽毛田
13 5月28日

NTT更北Ｇ

松本大学 ◯ 3-1 中村 工藤 酒井 佐渡
14 7月2日 ＪＲ東日本 ● 1-10 工藤 佐渡 酒井 藤田 伊藤
15 7月16日 新潟医療福祉大学 △ 2-2 工藤 藤田 佐渡
16 7月17日 全足利クラブ ○ 7-1 酒井 工藤 佐渡
17 8月7日 作新学院大学 ○ 14-3 酒井 藤田 佐渡
18 8月11日 佐久市総合運動公園野球場 専修大学 ◯ 8-2 佐渡 藤田 工藤
19 8月13日 NTT更北Ｇ 山梨学院大学 ◯ 4-2 工藤 酒井 山



20 8月19日 太田市運動公園野球場 SUBARU ● 1-3 工藤 酒井
21 8月20日 鷺宮製作所G 鷺宮製作所 ● 1-6 佐渡 藤田 工藤 中村
22 8月21日 日立製作所G 日立製作所 ● 1-4 酒井 藤田 佐渡 羽毛田
23 8月27日

NTT更北G

松本大学 ◯ 4-1 工藤 羽毛田 藤田 伊藤 佐渡
24 8月28日 大東文化大学 ◯ 10-1 中村 藤田 伊藤 佐渡
25 9月3日 所沢グリーンベースボールクラブ ◯ 7-2 酒井 佐渡 中村 藤田 工藤
26 9月25日 松本大学 ◯ 6-5 酒井 藤田 佐渡


