
日程 試合名 対戦相手 球場 スコア 勝敗
21.02.20 オープン戦 山岸ロジスターズ 志太スタジアム 10-12 ●
21.02.23 オープン戦 TOKYO METS 成田ナスパスタジアム 1-2 ●
21.02.27 オープン戦 焼津マリーンズ 天城ふるさと広場野球場 8-2 〇
21.02.27 オープン戦 千葉経済大学 千葉経済大学 G 4-5 ●

21.03.06 オープン戦 大和高田クラブ 京都外大西高校 G 0-8 ●
21.03.07 オープン戦 立命館大学 立命館大学 G 1-8 ●
21.03.14 プロ・社会人交流試合 新潟アルビレックス HARD OFF ECOスタジアム新潟 1-9 ●

21.03.22
第45回全日本クラブ選手権

神奈川県予選 2回戦
WIEN.BBC 保土ヶ谷球場 3-1 〇

21.03.23
第45回全日本クラブ選手権

神奈川県予選 準決勝戦
全川崎クラブ 保土ヶ谷球場 6-9 ●

21.03.27 オープン戦 リベンジ99 水海道球場 5-3 〇

21.04.03 オープン戦 敬愛大学 敬愛大学 G 2-4 ●
21.04.04 オープン戦 全大宮野球団 藤代スポーツセンター野球場 4-2 〇
21.04.10 オープン戦 相模原クラブ 神栖海浜球場 13-4 〇
21.04.17 オープン戦 学芸大学 神栖海浜球場 3-1 〇
21.04.18 オープン戦 GOOD JOB硬式野球部 小野路球場 5x-4 〇
21.04.24 オープン戦 帝京平成大学 長柄町町営野球場 3-4 ●
21.04.25 オープン戦 日本ウェルネススポーツ大学社会人 日本ウェルネススポーツ大学 G 6-6 △

21.05.01 オープン戦 ホグレル硬式野球部 常総運動公園 野球場
2-0

雨天打切
〇

21.05.04 オープン戦 茨城トヨペット硬式野球部 竜ヶ崎リトルシニア G 3-2 〇
21.05.08 オープン戦 BIG WINGS 印西 神栖海浜球場 30-2 〇
21.05.08 オープン戦 鹿島レインボーズ 波崎柳川高校 G 4-3 〇
21.05.15 オープン戦 信越硬式野球クラブ NTT更北 G 4-11 ●
21.05.16 オープン戦 日本ウェルネススポーツ大学社会人 日本ウェルネススポーツ大学 G 1-4 ●
21.05.23 オープン戦 リベンジ99 藤代スポーツセンター野球場 6-1 〇
21.05.29 オープン戦 エスプライド鉄腕硬式野球部 ゼットエーボールパーク 10-1 〇

21.06.06
第8回中部謙吉杯

準決勝
横浜中央クラブ 神奈川工科大学KAITスタジアム 11-10 〇

21.06.06
第8回中部謙吉杯

決勝
横浜金港クラブ 神奈川工科大学KAITスタジアム 5-2

〇
優勝

21.06.13 オープン戦 淑徳大学 淑徳大学 G 1-4 ●
21.06.26 オープン戦 横浜金港クラブ 藤代スポーツセンター野球場 2-4 ●

21.07.03 プロ・社会人交流試合 読売ジャイアンツ 読売ジャイアンツ球場 4-7 ●
21.07.18 オープン戦 杏林大学 杏林大学 G 8-4 〇

21.07.22 オープン戦 西多摩クラブ 水海道球場
5-2

8回打切
〇

21.07.24 オープン戦 高崎経済大学 高崎経済大学 G 10-8 〇
21.07.31 オープン戦 川口ゴールデンドリームス ひばりヶ丘野球場 6-0 〇
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日程 試合名 対戦相手 球場 スコア 勝敗
21.08.01 オープン戦 新波 北本総合公園野球場 9-7 〇
21.08.09 オープン戦 日本大学 日本大学 G 5-2 〇
21.08.21 オープン戦 敬愛大学 敬愛大学 G 4-1 〇

21.08.28
第92回都市対抗野球大会
神奈川県1次予選　2回戦

茅ヶ崎サザンカイツ 等々力スタジアム 2-0 〇

21.08.30
第92回都市対抗野球大会

神奈川県1次予選　準決勝戦
横浜金港クラブ 等々力スタジアム 4-3 〇

21.08.30
第92回都市対抗野球大会
神奈川県1次予選　決勝戦

横浜中央クラブ 等々力スタジアム
8-1

8回コールド
〇

優勝

21.09.06
第92回都市対抗野球大会
神奈川県2次予選　2回戦

GOOD・JOB硬式野球部 等々力スタジアム 12x-3 〇

21.09.06
第92回都市対抗野球大会

神奈川県ブロック代表決定戦
三菱重工East 等々力スタジアム 1-2 ●

21.09.12 オープン戦 新波 北本総合公園野球場 5-3 〇
21.09.19 オープン戦 ハナマウイ ハナマウイボールパーク 4-1 〇
21.09.26 合同練習 Nbuy硬式野球部 ネッツ多摩昭島スタジアム 15-3 〇

21.10.03 オープン戦 東京国際大学 東京国際大学 G 2-2 △

21.10.09 オープン戦 茅ヶ崎サザンカイツ 神栖海浜球場
17-5

8回打切
〇

21.10.16
第14回関東クラブ選手権大会

１回戦
エスプライド鉄腕硬式野球部 市営浦和球場 8-2 〇

21.10.23
第14回関東クラブ選手権大会

準決勝戦
ハナマウイ 市営浦和球場 11-10 〇

21.10.23
第14回関東クラブ選手権大会

決勝戦
全足利クラブ 市営浦和球場

3-3
7回日没打切

△
両者優勝

21.10.30 オープン戦 Arts International Club 飯能市民球場 5-1 〇

21.11.07 オープン戦 リベンジ99 石下球場 10-2 〇
21.11.13 オープン戦 TOKYO METS 石下球場 8-0 〇
21.11.21 オープン戦 帝京平成大学 長生の森公園野球場 7-2 〇
21.11.28 オープン戦 白鷗大学 白鷗大学 G 8-12 ●
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