
2014年　スイッカーズ　全試合結果

試合日 対戦相手 会場 大会名 戦績
1 3月1日 ○ 5-5抽選 小鳩野球部 鶴の台小 南区大会(春) 一回戦

2 3月8日 ● 3-3抽選 西大沼ヴィクトリーズ 緑台小 南区大会(春) 二回戦

3 3月21日 ○ 11-1 相武台クリッパーズ 緑台小 支部春季大会

4 3月22日 ○ 6-2 相武台ファイターズ 相武台小 支部春季大会

5 3月23日 ● 2-3 相武台レッドジャガーズ 相武台小 支部春季大会

6 3月23日 ○ 10-0 相武台ツインズ 相武台小 支部春季大会

7 4月6日 ● 5-6 ひのきビートルズ 緑台小 練習試合

8 4月13日 ○ 8-7 ひのきビートルズ ひばり球場 市春季大会 一回戦

9 4月19日 ● 2-9 弥栄ジュニアBBC 昭和橋G 市春季大会 二回戦

10 4月26日 ○ 6-2 旭 ひばり球場 練習試合

11 5月5日 ○ 25-0 相武台クリッパーズ 緑台小 支部夏季大会

12 5月6日 ○ 12-2 相武台ツインズ 相武台小 支部夏季大会

13 5月10日 ○ 5x-4 相武台ファイターズ もえぎ台小 支部夏季大会

14 5月10日 ● 1-7 相武台レッドジャガーズ もえぎ台小 支部夏季大会

15 5月11日 ● 1-9 三田フレンズ 三田フレンズG 練習試合

16 5月18日 ○ 8-2 立野台フロッグス 相模川G 練習試合

17 6月1日 ○ 12-6 相模ボンバーズ 相模台小 練習試合

18 6月14日 ● 4-5 淵一少年野球部 昭和橋G 市夏季大会 一回戦

19 6月21日 ● 3-12 イエロースネークス 緑台小 練習試合

20 7月6日 ○ 5-10 上鶴間ブラックス 上鶴間小 練習試合

21 7月13日 ○ 6-1 すすきの子ども会野球部 昭和橋G スポ少大会 一回戦

22 7月19日 ○ 10-0 串川ホーマーズ 昭和橋G スポ少大会 二回戦

23 7月20日 ● 4-8 あかつき野球部 ひばり球場 スポ少大会 ベスト８

24 8月3日 ● 2-9 イーグルス座間 緑台小 練習試合

25 8月23日 ● 6-7 新磯パワーズ 新戸G 練習試合

26 8月30日 ○ 2-0 相武台ファイターズ 緑台小 練習試合

27 8月31日 ○ 3-2 東林ファルコンズ くぬぎ台小 東林秋季大会 一回戦

28 9月6日 ○ 19-4 山王少年野球部 昭和橋G 市民選手権 一回戦

29 9月14日 ● 1-8 上鶴間ブラックス 東林小 東林秋季大会
二回戦

ファインプレー賞：よう
ベストプレーヤー賞：りょうま

30 9月20日 ○ 10-2 旭町少年野球部 北公園 市民選手権 二回戦

31 9月27日 ○ 7-0 並木ドリームスターズ 昭和橋G 市民選手権 三回戦

32 10月11日 ● 4-5 旭フェニックス 麻溝公園 市民選手権 ベスト16

33 10月19日 ○ 9-0 相模ボンバーズ 相模台小 練習試合

34 10月25日 ○ 2-2抽選 あかつき野球部 麻溝公園 南区大会(秋) 一回戦

35 10月26日 ● 3-6 明王ブルーシャークス 栗原遊水地 練習試合

36 11月1日 - 6-1 相模ボンバーズ 昭和橋G 南区大会(秋) 二回戦（降雨ノーゲーム）

37 11月2日 ○ 6-2 相模ボンバーズ ひばり球場 南区大会(秋) 二回戦

38 11月3日 ○ 2-0 西大沼ヴィクトリーズ 緑台小 南区大会(秋) 三回戦

39 11月9日 ○ 14-2 相武台ツインズ 緑台小 練習試合

40 11月15日 ● 5-6 若沼ユニオンズ 大沼小 南区大会(秋) ベスト８

41 11月22日 ○ 10-0 座間ニュースターズ 双葉小 SBC杯 一回戦

42 11月22日 ● 3-11 イーグルス座間 双葉小 SBC杯 二回戦

準優勝

準優勝

№
レギュラー戦 (２５勝１６敗)

結果



2014年　スイッカーズ　全試合結果

試合日 対戦相手 会場 大会名 戦績
1 5月11日 ● 3-6 三田フレンズ 三田フレンズG 練習試合

2 5月18日 ○ 13-6 立野台フロッグス 相模川G 練習試合

3 6月1日 ○ 11-0 相模ボンバーズ 相模台小 練習試合

4 6月8日 ○ 3-2 相武台ファイターズ 相武台小 日ハム杯支部予選

5 6月8日 ● 0-6 相武台レッドジャガーズ 相武台小 日ハム杯支部予選

6 6月21日 ● 3-11 イエロースネークス 緑台小 練習試合

7 6月29日 ○ 5x-4 あかつき野球部 若草小 日ハム杯地区予選 一回戦

8 7月6日 ○ 21-2 上鶴間ブラックス 上鶴間小 練習試合

9 7月12日 ○ 6-4 大野台スパローズ 相模台小 日ハム杯地区予選 ２位

10 7月26日 ○ 4-3 松葉イーグルス ひばり球場 日ハム杯市大会 一回戦

11 7月27日 ● 0-4 旭町少年野球部 ひばり球場 日ハム杯市大会 ベスト８

12 8月9日 ● 1-2 麻溝台ペガサス 緑台小 練習試合

13 8月9日 ● 2-7 麻溝台ペガサス 緑台小 練習試合

14 10月13日 △ 3-3 座間フェニックス 東原小 練習試合

15 10月18日 ○ 10-6 麻溝ジュニアマリナーズ(RG) アイダG 練習試合

16 10月18日 ○ 25-1 麻溝ジュニアマリナーズ アイダG 練習試合

17 10月19日 ○ 7-1 相模ボンバーズ 相模台小 練習試合

18 10月26日 ○ 9-1 明王ブルーシャークス 栗原遊水地 練習試合

19 10月26日 ○ 14-0 ブラックスファイター 南大野小 南区大会(秋) 二回戦

20 11月3日 ○ 2-1 相武台レッドジャガーズB 上鶴間小 南区大会(秋) 三回戦

21 11月15日 ● 1-4 上鶴間ブラックス 緑台小 南区大会(秋) B優勝 (ベスト８)

22 11月22日 ○ 34-1 相武台クリッパーズ 緑台小
支部新人戦
(教育リーグ)

23 11月23日 ● 1-8 相武台レッドジャガーズ 相武台小
支部新人戦
(教育リーグ)

24 11月24日 ● 3-7 相武台ファイターズ 緑台小
支部新人戦
(教育リーグ)

25 11月30日 ● 1-7 相模ブルーバッズ 並木小 練習試合

26 12月14日 ● 4-7 座間フェニックス 緑台小 練習試合

試合日 対戦相手 会場 大会名 戦績
1 4月5日 ● 1-29 相武台ファイターズ もえぎ台小 支部Jr春季大会

2 4月5日 ● 7-18 相武台レッドジャガーズ もえぎ台小 支部Jr春季大会

3 5月25日 ● 3-19 サンダースJBC 緑台小 練習試合

4 8月17日 ● 2-6 双葉ニュースターズ 緑台小 練習試合

5 8月24日 ● 1-15 相武台ファイターズ 相武台小 支部Jr秋季大会

6 8月24日 ○ 9-3 相武台クリッパーズ 相武台小 支部Jr秋季大会

7 9月20日 ○ 9-5 新磯パワーズ 緑台小 Jr親善大会

8 9月21日 ● 0-15 サンダースJBC 相武台小 Jr親善大会

9 9月28日 ● 9-10 麻溝台ペガサス 若草小 練習試合

10 10月18日 ○ 14-6 ブラックスファイター 上鶴間小 練習試合

11 11月29日 ○ 14-6 小鮎ソフト 相模原球場
神奈川オープンふれあい

ティーボール大会
一回戦

12 11月30日 相模ブルーバッズ 並木小
ティーボール

練習試合

２位

３位
敢闘賞：うきょう

３位
敢闘賞：かいあ

ファインプレー賞：ひでかず

№
5年以下戦 (１４勝１１敗１分)

結果

３位
選手宣誓賞：かいあ

敢闘賞：おうせい
ファインプレー賞：あおば

二回戦
敢闘賞：ふうが

ファインプレー賞：たける

№
ジュニア戦 (３勝７敗　※ティーボール除く）

結果


