
（県大会優勝チーム及び四国、近県、全国大会成績表）

スコアー欄は先に記載している方が香川県チームの得点を示す。パターン枠はその大会が開催されないことを、空白は未だ大会が開催されていないことを、----はその大会に出場できなかったことを示す。

回数 大会名 参加 資格 初日 優勝チーム チーム名 スコアー 成績 チーム名 スコアー 成績

37 西日本（１部） 11 B 2/15 柞田YA球王！ 5/15 熊本 柞田YA球王！ 3-2 和歌山 ドリームス

2-1 鳥取 大山町体協名和

1-8 大分 TOHAIGO ベスト8

37 西日本（２部） 10 C 2/15 アニーズ 6/19 滋賀 アニーズ 7-4 鹿児島 JX日鉱日石石油基地喜入基地

7-4 佐賀 かしまヤンガース

2-13 鳥取 鳥環スカイラークス ベスト8

64 県社会人 8 A 3/22 日本通運四国

佐川急便四国 2-0 岡山 リンダ・リンダ

優勝 日本通運四国 2-7 広島 福山市職 ベスト4

準優勝 佐川急便四国 日本通運四国 13-3 岡山 北興科学岡山

0-3 岡山 岡山市役所 ベスト4

34 県中学校 58 中学 4/4 優勝　　 琴平中学 5/16 香川 坂出中学校 3-4 愛媛 立花中学校 １回戦

準優勝　坂出中学 琴平中学校 2-1 徳島 市場中学校 -----

0-2 高知 高知中学校 ベスト4

70 国民体育大会 28 ABC 4/12 四国明治乳業 8/8 愛媛 四国明治乳業 3-0 愛媛 オール愛媛 10/1 和歌山 四国明治乳業 1-0 鹿児島 鹿児島相互信用金庫

0-3 福島 株式会社タンガロイ ２回戦

21 ねんりん（春） 9 ５５才 5/6 香川シニアクラブ

59 高松宮（１部） 11 B 5/9 高松市役所 7/18 愛媛 高松市役所 4-2 高知 ミタニ建工 全国大会 9/25 北海道 高松市役所 3-0 富山 富源商事株式会社

4-0 岩手 大迫マリナーズ

2-3 北海道 リスペクト ベスト8

59 高松宮（２部） 13 C 5/17 10/16 香川 アニーズ 3-1 愛知 名古屋鉄道株式会社

優勝 アニーズ 2-4 岡山 ＪＡＮＢＡＲＩ ２回戦

準優勝 豊中体協野球クラブ 豊中体協野球クラブ 1-6 沖縄 株式会社　上雅装工 １回戦

ベスト4 坂出市役所 坂出市役所 4-7 広島 Ｄ・メジャー １回戦

ろくでなし ろくでなし 1-5 宮城 ＴＥＡＭ　ＳＩＣ １回戦

70 天皇賜杯 30 ABC 5/24 ㈱アムロン 9/11 三重 ㈱アムロン 0-8 京都 佐川印刷株式会社 １回戦

2015 スポーツマスターズ 2 40才 6/21 オール香川 7/25 愛媛 オール香川 5-1 高知 ＪＩＧＯＲＯ倶楽部 全国大会 9/18 石川 オール香川 4-3 大阪 大阪クラブ

1-3 埼玉 大宮クラブ（延長１３回） ２回戦

27 壮年王座 2 40才 6/28 エイトラインズ 11/14 香川 エイトラインズ 0-1 徳島 徳島ＧＴクラブ 一回戦

19 西日本選手権 8 A 9/5 日本通運四国 11/13 鹿児島 日本通運四国 8-0 鹿児島 鹿児島信用金庫

0-11 和歌山 オール和歌山 ２回戦

平成２７年度各種大会実施状況及び成績表（香川県軟式野球連盟）

全国大会

期日 開催県
香川県チーム成績

対戦相手

実　施　大　会

四国（近県）大会
香川県大会

平成27年度

5/2 岡山

香川県チーム成績
開催県

対戦相手
期日

35 瀬戸内都市対抗
県社会人優勝・準優勝



回数 大会名 参加 資格 初日 優勝チーム チーム名 スコアー 成績 チーム名 スコアー 成績

19 県選手権 14 BC 9/12 西岡クラブ

43 四国王座 西岡クラブ 11/28 香川 西岡クラブ 6-1 愛媛 ＹＢボンバーズ

1-4 高知 ハカタ貨物 準優勝

14 還暦大会 8 ６０才 9/26 詫間シニアクラブ

11 オールドマスターズ 1 ５０才 三木クラブフィフティーズ 10/31 香川 三木クラブフィフティーズ2-4 高知 十市やまもも会 一回戦

7
少年新人県大会
（少年春季大会）

20 中学 11/3 飯山中学校 11/22 香川 飯山中学校 1-5 高知 明徳義塾中学校 -----

6 ねんりん（秋） 5 ５５才 11/22 詫間シニアクラブ

33 県早朝野球 11 地域代表 12/5 ＢＥＮ　ＴＥＮ

回数 大会名 参加 資格 初日 優勝チーム チーム名 スコアー 成績 チーム名 スコアー 成績

36 NHK学童 89 小学 3/8 国分寺南部

35 全日本学童 32 小学 5/6 金山野球スポーツ少年団 9/5 高知 豊浜少年野球 0-7 高知 高須ＺＩＯＮ １回戦 8/7 東京 金山野球スポーツ少年団 1-2 沖縄 根差部ベースナイン １回戦

四国学童 古高松ブルースターズ 4-2 徳島 高志スポーツ少年団

6-1 愛媛
新居浜ヤンキース
ジュニア

4-3 高知 高須ＺＩＯＮ 優勝

37 スポ小交流 32 小学 5/31 飯山少年野球クラブ 7/4 愛媛 飯山少年野球クラブ 0-2 愛媛 生石ジャガーズ

1-3 高知 秦

37 少年選手権 89 小学 7/5 古高松ブルースターズ

30 OHK学童 46 小学 9/13 綾南少年野球部

8 百十四旗 32 小学 11/1 志度源内

全国大会

期日

平成27年度
香川県大会

四国（近県）大会

実　施　大　会
期日 開催県

香川県チーム成績

------

香川県チーム成績

対戦相手 対戦相手
開催県

香川県チーム成績
期日 開催県

香川県チーム成績

対戦相手 対戦相手

平成27年度
香川県大会

四国（近県）大会 全国大会

実　施　大　会
期日 開催県


