
Vs

第二試合 スパイダーズ Vs 愛川町消防署 降雨のため順延Ｃクラス

第三試合 セイノー Vs ユニオン精密 降雨のため順延Ｃクラス

平成26年度愛川町野球協会　【春季野球大会】

　試合結果

2014年　3月　30日　(日)

試合結果

第一試合 ZERO Vs 東球会 1-9

田代運動公園野球場 一塁側 三塁側クラス

Ｃクラス



平成26年度愛川町野球協会　【春季野球大会】

　試合結果

2014年　4月　06日　(日)

第一号公園野球場Aコート クラス 一塁側 三塁側

11-0

試合結果

第一試合 Ｃクラス ニチベイグルービーズ Vs ナガタコーギョウノーティボーイズ 9x-2

第二試合 Ｃクラス 清川村役場 Vs フレアナガオ㈱

降雨のため順延

第三試合 Ｃクラス 高周波工業㈱ Vs 東球会 1-8

第四試合 Ｃクラス セイノー Vs ㈱ユニオン精密

試合結果第一号公園野球場Bコート クラス 一塁側 三塁側

0-1

第一試合 Ｃクラス ボンバーズ Vs 日本通信機マスターズ        0-7 (不戦勝)

第二試合 Ｃクラス 75ニップルズ Vs 牧野フライス製作所

降雨のため順延

第三試合 Ｃクラス シンクスコーポレーション Vs ビューテック    (不戦勝) 7-0

第四試合 Ｃクラス スパイダーズ Vs 愛川町消防署



0-1

第三試合 Ｃクラス 日本通信機マスターズ Vs 牧野フライス製作所        0-7 (不戦勝)

第四試合 Ｃクラス スパイダーズ Vs 愛川町消防署

5-1

第一試合 Ｃクラス ㈱ユニオン精密 Vs セイノー 11-0

第二試合 Ｃクラス 清川村役場 Vs ニチベイグルービーズ

試合結果第一号公園野球場Aコート クラス 一塁側 三塁側

第三試合 Bクラス 佐川急便 Vs ムサシ 2-3

Vs

3-9

試合結果

第一試合 Bクラス ブルーウルフズ Vs FELLOWS    (不戦勝) 7-0

第二試合 Bクラス 愛川レッドチリペッパーズ Vs 桜美会A

平成26年度愛川町野球協会　【春季野球大会】

　試合結果

2014年　4月　13日　(日)

田代運動公園野球場 クラス 一塁側 三塁側



平成26年度愛川町野球協会　【春季野球大会】

　試合結果

2014年　4月　27日　(日)

田代運動公園野球場 クラス 一塁側 三塁側 試合結果

第一試合 Bクラス バレッツ Vs 愛川町役場 0-1

2-6

第二試合 Ｃクラス 桜美会B Vs 愛川町消防署 8-0

第三試合 Ｃクラス 東球会 Vs ユニオン精密

Vs



          3-3 (抽選勝)

第三試合 壮年 フェニックス Vs エイジークラブ  1-0

第四試合 Ｃクラス 桜美会B Vs シンクスコーポレーション

4-0

第一試合 壮年 愛川町役場 Vs 桜美会 7-2

第二試合 壮年 ブルーウルフズ Vs 牧野フライス製作所S

試合結果第一号公園野球場Aコート クラス 一塁側 三塁側

Vs

Vs

0-5

試合結果

第一試合 Aクラス ブラックス Vs ホワイターズ 2-7

第二試合 Aクラス ジャイアンツクラブ Vs リバーズ

平成26年度愛川町野球協会　【春季野球大会】

　試合結果

2014年　5月　11日　(日)

田代運動公園野球場 クラス 一塁側 三塁側



0-4

第三試合 壮年 愛川町役場 Vs ブルーウルフズ   　     0-7 (不戦勝)

第四試合 壮年 フェニックス Vs ジャイアンツ

9-4

第一試合 Bクラス ブルーウルフズ Vs 桜美会A 2-10

第二試合 Bクラス ムサシ Vs 愛川町役場

試合結果第一号公園野球場Aコート クラス 一塁側 三塁側

Vs

Vs

3-0

試合結果

第一試合 Aクラス ブラックス Vs ジャイアンツクラブ 5-5

第二試合 Aクラス ホワイターズ Vs リバーズ

平成26年度愛川町野球協会　【春季野球大会】

　試合結果

2014年　5月　18日　(日)

田代運動公園野球場 クラス 一塁側 三塁側



平成26年度愛川町野球協会　【春季野球大会】

　試合結果

2014年　5月　25日　(日)

田代運動公園野球場 クラス 一塁側 三塁側

9-1

試合結果

第一試合 Aクラス ブラックス Vs リバーズ 1-6

第二試合 Aクラス ホワイターズ Vs ジャイアンツクラブ

Vs

Vs

試合結果第一号公園野球場Aコート クラス 一塁側 三塁側

0-7

第一試合 Cクラス ㈱ユニオン精密 Vs 清川村役場 4-2

第二試合 Cクラス シンクスコーポレーション Vs 牧野フライス製作所



平成26年度愛川町野球協会　【春季野球大会】

　試合結果

2014年　6月　15日　(日)
【決勝戦】

田代運動公園野球場 クラス 一塁側 三塁側

4-11

試合結果

第一試合 壮年 ブルーウルフズ Vs ジャイアンツ 1-16

第二試合 Ｃクラス ㈱ユニオン精密 Vs 牧野フライス製作所

Vs

Vs


