
対戦相手 場所 スコア

1 令和4年2月11日 13:15開始 対：日本新薬 串本サンナンタン ２対６

- - 対：ルネス紅葉専門学校

- - 対：ルネス紅葉専門学校　W

2 令和4年2月17日 13:00開始 対：履正社学園 マツゲン有田球場 １７対０　

- 令和4年2月19日 - 対：ニチダイ マツゲン有田球場

- 令和4年2月20日 - 対：大阪ガス 田辺スポーツパーク

- 令和4年2月20日 - 対：関メディベースボール学院 マツゲン有田球場

- 令和4年2月23日 - 対：京都城陽ファイアーバーズ マツゲン有田球場

- 令和4年2月25日 - 対：同志社大学 マツゲン有田球場

3 令和4年2月26日 13:20開始 対：NSBベースボールクラブ マツゲン有田球場 ２対０

- - 対：立命館大学

- - 対：立命館大学　W

4 令和4年2月27日 12:00開始 対：ＯＢＣ高島 マツゲン有田球場 ８対２

5 9:30開始 対：佛教大学 １３対０　

6 12:45開始 対：佛教大学　W ６対３

- 令和4年3月4日 - 対：近畿大学 田辺スポーツパーク 新型コロナ感染防止の為中止

7 令和4年3月6日 13:25開始 対：八尾BBC マツゲン有田球場 １７対２　

8 令和4年3月9日 12:30開始 対：天理大学 マツゲン有田球場 ３対２

- 令和4年3月11日 - 対：関西国際大学 マツゲン有田球場

- 令和4年3月12日 - 対：星城大学 マツゲン有田球場

9 令和4年3月15日 12:30開始 対：パナソニック マツゲン有田球場 ６対７

10 令和4年3月16日 9:45開始 対：関西学院大学 マツゲン有田球場 １対０

- 令和4年3月19日 - 対：大和高田クラブ マツゲン有田球場 新型コロナ感染防止の為中止

11 令和4年3月19日 13:30開始 対：至学館大学 マツゲン有田球場 １対３

12 10:00開始 対：大阪体育大学 ８対４

13 14:00開始 対：大阪体育大学　W ８対４

- 令和4年3月22日 - 対：京都先端科学大学 マツゲン有田球場 天候不順の為中止

14 令和4年3月23日 13:30開始 対：岡山商科大学 マツゲン有田球場 ８対３

15 令和4年3月25日 10:50開始 対：三菱重工West 三菱重工二見Ｇ １対２

- 令和4年3月26日 - 対：カナフレックス マツゲン有田球場 天候不順の為中止

16 令和4年3月29日 12:25開始 対：日本生命 日本生命貝塚Ｇ ６対１

新型コロナウイルス
感染拡大防止の為中止

令和4年3月20日 マツゲン有田球場

令和4年3月1日 上富田球場

新型コロナウイルス
感染拡大防止の為中止

令和4年2月27日 マツゲン有田球場

新型コロナウイルス
感染拡大防止の為中止

２０２２年　ＯＰ戦一覧 

日時

　試合結果の詳細内容につきましては、　　　　　　　　のアイコンをクリックして閲覧して下さい。

令和4年2月17日 マツゲン有田球場 新型コロナウイルス
感染拡大防止の為中止



対戦相手 場所 スコア

17 令和4年4月5日 10:30開始 対：伏木海陸運送 田辺スポーツパーク ０対１

- 令和4年4月6日 - 対：日本製鉄広畑 舞洲スタジアム 新型コロナ感染防止の為中止

18 令和4年4月6日 12:50開始 対：関西国際大学 マツゲン有田球場 ７対１

- 令和4年4月24日 - 対：カナフレックス マツゲン有田球場 天候不順の為中止

19 10:00開始 対：神戸ビルダーズ ３対３

20 13:30開始 対：神戸ビルダーズ　W ６対１

21 令和4年5月8日 13:30開始 対：和歌山大学 マツゲン有田球場 ７対１

22 令和4年5月10日 12:30開始 対：阪神タイガース 鳴尾浜球場 ２対４

23 令和4年5月11日 13:30開始 対：関メディベースボール学院 マツゲン有田球場 ７対１

24 令和4年5月14日 13:00開始 対：神戸学院大学 マツゲン有田球場 ７対０

25 令和4年5月18日 12:00開始 対：ジェイプロジェクト 阿久比球場 ５対４

26 令和4年5月21日 13:30開始 対：天理大学 マツゲン有田球場 ４対５

27 令和4年7月27日 12:30開始 対：日本生命 マツゲン有田球場 ７対９

28 令和4年7月31日 10:30開始 対：ニチダイ マツゲン有田球場 ３対２

- 令和4年8月5日 - 対：ミキハウス ミキハウススタジアム 新型コロナ感染防止の為中止

29 令和4年8月19日 13:30開始 対：関西国際大学 マツゲン有田球場 ２対４

30 令和4年8月22日 12:30開始 対：花園大学 マツゲン有田球場 ２対４

31 令和4年8月29日 13:30開始 対：大阪体育大学 マツゲン有田球場 １対４

32 令和4年8月31日 13:00開始 対：カナフレックス マツゲン有田球場 ２対０

- 令和4年9月18日 - 対：和歌山大学 マツゲン有田球場 中止

33 令和4年10月19日 13:00開始 対：天理大学 マツゲン有田球場 5対7

令和4年5月4日 マツゲン有田球場
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