
回数 大　　会　　名 資格参加 初日 優勝チーム スコアー 最終成績 スコアー 最終成績

36 西日本（１部） Ｂ 11 ２/２３ 津田クラブ ５/１６ 和歌山 ２対３ 鹿児島川内塗装工業 １回戦負

４対１ 兵庫 スキルクラブ

８対６ 山口 山口合同ガス

１６対７ 福岡 焼き鳥高陣

１３対７ 開催地 萩山口信金

９対２ 奈良 飛鳥

３対２ 広島 福山市職

４対３ 岡山 ＪＸ日鉱日石

５対４ 香川 飛鳥

１０対０ 広島 ミウラ

２対０ 岡山 岡山ガス

愛媛 城川中 ５対３ 石川 星稜中学校

徳島 鴨島第一中 １対６ 長崎 波佐見中学校

高知 高知中

準優勝古高松中 徳島 阿南第一中 １回戦負 ー

69 国体選考会 ＡＢＣ 28 ４/１３ 日本通運四国 ８/10 高知 ０対５ 愛媛 オール愛媛 代表ならず ー

６対１ 愛知東 （株）ニデック

１対０ 群馬 太田市役所

０対１ 東京２ （株）キャプティ

2014 スポマス大
会

４０才 3 ５/３ オール香川 ７/２６ 高知 ６対１ 徳島 吉野川クラブ 四国代表 ９/２０ 埼玉 １対３ 愛知 安城ＢＣ １回戦負

58 髙松宮（１部） Ｂ 12 ６/１５ 末森歯科クラブ ７/２６ 香川 ０対３ 高知 葉山野球部 代表ならず ー 愛知 ー

5対４ 熊本 輝流クラブ

8対７ 三重 南伊勢野球ク

0対９ 石川 たむら動物病院

２対０ 愛媛 みずのクラブ

０対５ 高知 　地鶏庵

9 連盟会長杯 AＢＣ ー ー ー ー

58

準優勝１１/１ 愛媛 ー26 壮年王座 ４０才 2 ８/２ 讃岐マリナーズ

３回戦負７/２０ 香川 ３対１ 愛媛 豊友会 四国代表 ９/２７ 京都高松宮（２部） Ｃ 12 ６/１５ 豊中体協野球ク

９/１３ 愛媛 ３回戦負ー69 天皇杯大会 ＡＢＣ 28 ５/２５ 四国明治乳業

８/１０ 神奈川

７/４ 山口 優勝

飛鳥の成績

準優勝

日通の成績

優　勝

２回戦負

ー36 西日本（２部） Ｃ 15 ２/１６ 西岡クラブ

平成２６年度各種大会実施状況及び成績表（香川県軟式野球連盟）
（県大会優勝チーム及び四国、全国大会成績表）

☆スコアー欄の○対○は、先に記載している方が香川県チームの得点を示す。空欄はその大会が開催されないことを、－印は出場できなかったことを示す。

平成２６年度
実　　施　　大　　会

香　川　県　大　会　（予選）

開催県期日 開催県
香　川　県　チ　ー　ム　の　成　績

対　戦　相　手
期日

対　戦　相　手

四　　　　国　　　　大　　　　会

香　川　県　チ　ー　ム　の　成　績

香川

（瀬戸内都市対抗）

０対１ 岡山 岡山ガス
佐川の成績

１回戦負

０対１

33 中学校大会 中学 62 ４/５
優勝善通寺東中

５/１０ 愛媛
優　勝

63 社会人大会 Ａ 8 ３/２１

優勝
日本通運四国
準優勝
佐川急便四国
代表　飛　　鳥
代表メディア・ハウス

４/２６

岡山 ＪＸ日鉱日石Ｅ
メディアの成績

１回戦負

４/２６ 香川

全　　　　国　　　　大　　　　会



１対０ 沖縄 チップチップＢＣ

１対５ 大阪 大阪シティ信金

７対０ 徳島 　日本電工

１対２ 高知 　七宝野球Ｃ

32 県早朝野球 支部 11 １０/２５ デーモン ー

13 還 暦 野 球 ６０才 5 １０/４ 詫間シニアクラブ ー

10 オールドマス
タ ー

５０才 3 ８/１０ 三木フィフティーズ １１/２ 香川 1対３ 愛媛 松山シニアC 1回戦負 ー

20 ね ん り ん
（ 春 ）

５５才 10 ４/２６ 瑞祥会爛漫クラブ ー

5 ね ん り ん
（ 秋 ）

５５才 8 ９/２０詫間シニアクラブ ー

6 少 年 春 季 中学 21 １１/１ 木太中学校 11/23 愛媛 1対０ 徳島 鳴門一中 四国代表

35 ＮＨＫ杯大
会

小学 90 ３/９ 飯山少年野球ク ー

34 全日本学童 小学 32 ５/6 〃 ー ８/８ 東京 2対３ 静岡 静岡ツインズ 1回戦負

36 スポ少交流会 小学 32 6/1 志度源内 ７/５ 高知 0対４ 徳島 鷲敷レッズ 1回戦負

36 少年選手権 小学 90 7/6 柞田ＹＡ球王！Ｊｒ ー

29 ＯＨＫ杯大
会

小学 45 9/17 鬼無アンティズ ー

7 １１４銀行旗 小学 32 11/2 金山野球スポ少 ー

18 香川県選手権 ＢＣ 14 ７/１９ 西岡クラブ １１/15 愛媛 準優勝 ー

17 西日本選手権 Ａ 8 8/14 日本通運四国 ー

27年3月開催予定（静岡）

岡山 ２回戦負１１/１４


