
2016 Dチーム日程日程日程日程 試合名試合名試合名試合名 対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手 試合会場試合会場試合会場試合会場 スコアスコアスコアスコア 結果結果結果結果
11月13日 練習試合②(Bチーム) 大久保ファイターズ 水橋中部小G 16-19 ×

11月13日 練習試合①(Bチーム) 大久保ファイターズ 水橋中部小G 14-19 ○

11月3日 練習試合②(Bチーム) 豊田スワローズ 豊田小学校G 14-8 ○

11月3日 練習試合①(Bチーム) 豊田スワローズ 豊田小学校G 18-21 ○

10月30日 富山シリーズ 富山中央ドジャース ｱﾙﾍﾟﾝｽﾀｼﾞｱﾑ ｻﾌﾞG 17-14 �

10月29日 練習試合(Bチーム) 立山JBC 水橋中部小体育館 16-20 ×

10月29日 練習試合 山室中部インディアンズ 水橋中部小体育館 10-1 ○

10月22日  練習試合②(Bチーム) 広田ベイスターズ 水橋中部小G 19-11 ×

10月22日  練習試合①(Bチーム) 広田ベイスターズ 水橋中部小G 12-20 ×

10月22日  練習試合 広田ベイスターズ 水橋中部小G 19-6 ○

10月16日  １・２年リーグ プレーオフ 荻浦フィリーズ 老田小G 16-13 �

10月16日  １・２年リーグ 後期第10節 荻浦フィリーズ 老田小G 8-11 ○

10月16日  １・２年リーグ 後期第9節 呉山ブレーブス 老田小G 2-24 ○

10月15日  練習試合② 滑川西部ライオンズ 滑川西部小G 2-17 ○

10月15日  練習試合① 滑川西部ライオンズ 滑川西部小G 16-6 ○

10月9日  １・２年リーグ 後期第8節 四方フライヤーズ 水橋中部小G 25-10 ○

10月2日  練習試合(Bチーム) 広田ベイスターズ 水橋中部小G 21-20 ○

10月2日  １・２年リーグ 後期第7節 広田ベイスターズ 水橋中部小G 12-23 ○

10月1日  練習試合(Bチーム) 太田バファローズ 太田小G 12-19 ×

10月1日  １・２年リーグ 後期第6節 太田バファローズ 太田小G 1-20 ○

9月25日  １・２年リーグ 後期第5節 熊野メッツ 水橋中部小G 19-4 ○

9月25日  １・２年リーグ 後期第4節 倉垣・八幡ライオンズ 水橋中部小G 4-23 ○

9月24日 １・２年リーグ 後期第3節 光陽アスレチックス 20-3 ○

9月17日 １・２年リーグ 後期第2節 芝園レッズ 26-1 ○

9月17日 １・２年リーグ 後期第1節 山室中部インディアンズ 16-4 ○

9月11日 練習試合(Aチーム) 滑川西部ライオンズ 滑川西部小G 17-2 ○

9月4日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯(T)決勝 富山中央ドジャース 水橋中部小G 17-23 �

9月3日 練習試合②(Bチーム) 大広田ホークス 大広田小G 22-13 ×

9月3日 練習試合①(Bチーム) 倉垣八幡ライオンズ 大広田小G 21-16 ×

9月3日 練習試合②(Aチーム) 立山JBC 立山球場 3-25 ○

9月3日 練習試合①(Aチーム) 立山JBC 立山球場 25-2 ○

8月28日 練習試合② 大久保ファイターズ 水橋中部小G 23-2 ○

8月28日 練習試合①(Bチーム) 大久保ファイターズ 水橋中部小G 21-22 ×

8月27日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯(T)準決勝 堀川ブルージェイズ 20-3 ○

8月27日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯(T)準々決勝 呉羽レッドソックス 22-2 ○

8月21日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯(T)② 倉垣・八幡ライオンズ 21-0 ○

8月21日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯(T)① 荻浦フィリーズ 8-16 ○

8月20日 練習試合② 北加積ホークス 北加積小学校G 14-18 ×

8月20日 練習試合① 北加積ホークス 北加積小学校G 8-23 ○

8月7日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯(T)②(Bチーム) 山室中部インディアンズ 5-27 ×

8月7日 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯(T)①(Bチーム) 富山中央ドジャース 28-3 ×



7月31日 練習試合③(Bチーム) 荻浦フィリーズ 荻浦小学校G 24-7 ×

7月31日 練習試合② 荻浦フィリーズ 荻浦小学校G 16-9 ○

7月31日 練習試合①(Bチーム) 四方フライヤーズ 四方小学校G 9-18 ×

7月31日 １・２年リーグ 第10節 四方フライヤーズ 四方小学校G 4-23 ○

7月30日 練習試合② 桜谷ファイターズ 桜谷小学校G 24-5 ×

7月30日 練習試合① 桜谷ファイターズ 桜谷小学校G 21-11 ○

7月23日 練習試合② 呉羽レッドソックス 水橋中部小G 8-17 ○

7月23日 練習試合① 呉羽レッドソックス 水橋中部小G 9-12 ×

7月10日 練習試合④ ベースボールチーム道下 水橋中部小G 11-14 ○

7月10日 練習試合③ ベースボールチーム道下 水橋中部小G 16-4 ○

7月10日 練習試合② ベースボールチーム道下 水橋中部小G 4-14 ○

7月10日 練習試合① 呉山ブレーブス 水橋中部小G 14-14141414 �

7月10日 １・２年リーグ 第9節 呉山ブレーブス 水橋中部小G 21-1 ○

6月26日 １・２年リーグ 第8節 広田ベイスターズ 水橋中部小G 4-18 ○

6月26日 １・２年リーグ 第7節 八幡・倉垣ライオンズ 水橋中部小G 0-25 ○

6月26日 １・２年リーグ 第6節 熊野メッツ 水橋中部小G 5-15 ○

6月25日 練習試合 山室中部インディアンズ 水橋中部小G 17-17171717 �

6月25日 １・２年リーグ 第5節 山室中部インディアンズ 水橋中部小G 13-6 ○

6月19日 １・２年リーグ 第4節 荻浦フィリーズ 水橋中部小G 10-11 ×

6月19日 １・２年リーグ 第3節 光陽アスレチックス 水橋中部小G 20-5 ○

6月18日 １・２年リーグ 第2節 芝園レッズ 水橋中部小G 1-25 ○

6月18日 １・２年リーグ 第1節 太田バファローズ 水橋中部小G 1-20 ○

6月12日 練習試合② 舟橋・宮川合同チーム 水橋中部小G 9-29 ○

6月12日 練習試合① 桜谷ファイターズ 水橋中部小G 9-12 ×

5月29日 練習試合② 豊田スワローズ 豊田小学校G 17-10 ○

5月29日 練習試合① 萩浦フィリーズ 豊田小学校G 11-6 ○

5月28日 練習試合② 舟橋ヴィクトリーズ 水橋中部小G 8-21 ○

5月28日 練習試合① 舟橋ヴィクトリーズ 水橋中部小G 21-13 ○

5月21日 練習試合② 岩瀬ドラゴンズ 岩瀬小学校G 19-15 ○

5月21日 練習試合① 岩瀬ドラゴンズ 岩瀬小学校G 15-21 ○

5月15日 練習試合 滑川東部スポーツ少年団 滑川東部小G 1-23 ○

5月1日 練習試合② 富山中央ドジャース 柳町小学校G 11-21 ×

5月1日 練習試合① 広田ベイスターズ 柳町小学校G 7-18 ○

4月24日 練習試合② 山室中部インディアンズ 水橋中部小G 19-14 ○

4月24日 練習試合① 利田ボンバーズ 水橋中部小G 6-25 ○

4月10日 練習試合② 山室中部インディアンズ 水橋中部小G 8-21 ○

4月10日 練習試合① 山室中部インディアンズ 水橋中部小G 10-12 ×

4月9日 練習試合② 豊田スワローズ 豊田小学校G 17-9 ○

4月9日 練習試合① 桜谷ファイターズ 豊田小学校G 19-8 ○

4月3日 練習試合② 豊田スワローズ 豊田小学校G 23-8 ○

4月3日 練習試合① 富山中央ドジャース 豊田小学校G 21-10 ×

3月20日 練習試合② 富山中央ドジャース 柳町小学校G 11-12 ○

3月20日 練習試合① 萩浦フィリーズ 柳町小学校G 7-16 ○

3月6日 練習試合② 富山中央ドジャース 水橋中部小G 22-9 ×



3月6日 練習試合① 富山中央ドジャース 水橋中部小G 9-19 ×

2月27日 練習試合③ 桜谷ファイターズ 14-12 ×

2月27日 練習試合② 桜谷ファイターズ 23-10 ○

2月27日 練習試合① 桜谷ファイターズ 8-19 ○

2月20日 練習試合② 萩浦フィリーズ 朝日印刷体育館 7-11 ○

2月20日 練習試合① 萩浦フィリーズ 朝日印刷体育館 17-5 ○

2月14日 練習試合② 山室中部インディアンズ 6-11 ○

2月14日 練習試合① 山室中部インディアンズ 16-9 ○

2月6日 練習試合② 萩浦フィリーズ 11-5 ○

2月6日 練習試合① 萩浦フィリーズ 13-8 ×

1月30日 練習試合③ 山室中部インディアンズ 水橋中部小体育館 4-12 ○

1月30日 練習試合② 山室中部インディアンズ 水橋中部小体育館 9999-9 �

1月30日 練習試合① 山室中部インディアンズ 水橋中部小体育館 1-14 ○

12月20日 練習試合③ 萩浦フィリーズ 16-4 ○

12月20日 練習試合② 富山中央ドジャース 3-16 ×

12月20日 練習試合① 山室中部インディアンズ 8-9 ○

12月12日 練習試合② 豊田スワローズ 20‐7 ○

12月12日 練習試合① 豊田スワローズ 3-17 ○☆　公式戦：　27戦　26勝　1敗　0分　（Bチーム：　　2戦　0勝　2敗　0分）☆　練習試合：　59戦　44勝　12敗　3分　（Bチーム：　　14戦　4勝　10敗　0分）


