
2017 A
日程 試合名 対戦相手 試合会場 スコア 結果

12月3日 北日本新聞社旗決勝T準決勝 比美乃江稲積JBOYS 新港野球場 1-0 ×
12月2日 北日本新聞社旗決勝T準々決勝 中条ブルーインパルス 新港野球場 0-1× 〇
11月26日 北日本新聞社旗決勝T 3回戦 窪スポーツ少年団野球部 宮野運動公園野球場 0-7× 〇
11月19日 北日本新聞社旗決勝T 2回戦 庄川野球スポーツ少年団 新港野球場 0-9× 〇
11月5日 北日本新聞社旗決勝T 1回戦 本江野球スポーツ少年団 宮野運動公園多目的G 0-4× 〇
10月28日 練習試合② 立山JBC 立山球場 4-0 〇
10月28日 練習試合① 新庄ジャイアンツ 水橋西部小学校G 7-0 〇
10月21日 練習試合② 上中島少年野球クラブ 水橋西部小学校G 4-5 〇
10月21日 練習試合① 上中島少年野球クラブ 水橋西部小学校G 0-0 △
10月9日 練習試合② 上滝ジュニアエンゼルス 水橋西部小学校G 5-3 〇
10月9日 練習試合① 上滝ジュニアエンゼルス 水橋西部小学校G 3-3 △
10月1日 練習試合 荻生ジャガーズ 中ノ口緑地公園野球場 3-0 〇
9月30日 練習試合② 生地ラビット 中ノ口緑地公園野球場 3-0 〇
9月30日 練習試合① 生地ラビット 中ノ口緑地公園野球場 1-6 〇
9月18日 練習試合② 大島フェニックス 大島中央公園コミュニティ広場 2-10 〇
9月18日 練習試合① 大島フェニックス 大島中央公園コミュニティ広場 3-7 ×
9月16日 @スポ天少年野球大会　準々決勝 藤ノ木スポーツ少年団 羽根ピースフル公園G 3-2 ×
9月10日 練習試合② BASEBALL TEAM 道下 新川みどり野高校G 0-11 〇
9月10日 練習試合① BASEBALL TEAM 道下 新川みどり野高校G 4-0 〇
9月3日 練習試合 大谷野球スポーツ少年団 大谷小学校G 2-3 〇
8月27日 @スポ天少年野球大会　2回戦 奥田北タイガース 水橋西部小学校G 0-3 〇
8月27日 練習試合② 太閤山少年野球クラブ 豊田小学校G 0-7 〇
8月27日 練習試合① 豊田スワローズ 豊田小学校G 7-3 〇
8月26日 練習試合② 野洲キッドｽﾎﾟｰﾂ少年団 有金野球場 0-7 〇
8月26日 練習試合① 三和ファイターズ 有金野球場 3-2 〇
8月20日 氷見シーサイド大会  準決勝 比見乃江稲積Jboys 宮田小学校G 5-3 ×
8月20日 氷見シーサイド大会  準々決勝 南条サザンクロス 宮田小学校G 0-13 〇
8月19日 氷見シーサイド大会　 2回戦 氷見南部Jr 氷見運動公園 大浦球場 0-7 〇
8月17日 練習試合 富山JBC アルペンスタジアム 2-3 〇
8月12日 北信越大会交流戦 黒野スポーツ少年団 水橋東公園G 9-0 〇
8月12日 北信越大会交流戦 倉垣・八幡・草島 水橋東公園G 9-3 〇
8月7日 ろうきん旗 決勝 滑川東部スポーツ少年団 県営富山球場 2-0 ×
8月6日 ろうきん旗 準決勝 奥田少年野球クラブ 五福公園A 4-3 〇
8月6日 ろうきん旗　2回戦 桜井ホークス 五福公園A 2-1 〇
8月5日 ろうきん旗　1回戦 戸出西部サンダース 県営富山球場 2-5× 〇
7月30日 練習試合② 戸出東部ハンターズ 戸出東部小学校G 7-2 〇
7月30日 練習試合① 片口スポーツ少年団 戸出東部小学校G 3-18× 〇
7月24日 吉田旗 準決勝 呉羽レッドソックス 五福公園A 1-8× 〇
7月22日 吉田旗 3回戦 富山中央ドジャース 五福公園A 0-9× 〇
7月17日 北日本新聞社旗予選リーグ 小杉大江少年野球クラブ 東富山運動公園 1-7 〇
7月17日 北日本新聞社旗予選リーグ 飯野シャークス 東富山運動公園 0-3 〇
7月16日 吉田旗 2回戦 芝園レッズ 五福公園A 1-7 〇
7月15日 練習試合 上滝ジュニアエンゼルス 福沢小学校G 0-7 〇
7月9日 練習試合③ 舟橋ビクトリーズ 有金野球場 5-2 〇
7月9日 練習試合② 上中島少年野球クラブ 天神山野球場 0-1 〇
7月9日 練習試合① 上中島少年野球クラブ 天神山野球場 5-1 〇
7月8日 練習試合② 神明パイレーツ 水橋西部小学校G 6-0 〇
7月8日 練習試合① 新庄ジャイアンツ 水橋西部小学校G 3-1 〇
7月2日 練習試合② 湖南チャレンジャーズ 水橋西部小学校G 3-0 〇
7月2日 練習試合① 石動埴生スターズ 水橋西部小学校G 9-0 〇
6月25日 練習試合 滑川東部スポーツ少年団 水橋西部小学校G 1-3× 〇
6月24日 練習試合② 荻生ジャガーズ 水橋西部小学校G 3-2 〇
6月24日 練習試合① 荻生ジャガーズ 水橋西部小学校G 5-0 〇
6月18日 練習試合② 山室マリナーズ 水橋西部小学校G 4-5 〇
6月18日 練習試合① 山室マリナーズ 水橋西部小学校G 2-2 △
6月11日 練習試合② 新湊クラブ 四方小学校G 19-0 〇
6月11日 練習試合① 四方フライヤーズ 四方小学校G 11-4 〇
6月4日 高円宮賜杯学童野球富山県大会 二回戦 太閤山少年野球クラブ 立山球場 7-6 ×
5月28日 石川遠征② 三和ファイターズ 国府台中央公園G 6-4 〇
5月28日 石川遠征① 舟見ヶ丘少年野球クラブ 国府台中央公園G 17-3 〇
5月27日 練習試合 立山JBC 高野小学校G 9-0 〇
5月21日 練習試合② 荻生ジャガーズ 水橋西部小学校G 1-2 〇
5月21日 練習試合① 辰口学童野球クラブ 水橋西部小学校G 7-9 ×
5月7日 スポ少軟式野球富山市予選　2回戦 神通碧少年野球クラブ 常願寺公園C 2-9 〇
5月5日 高円宮賜杯学童野球富山市大会 決勝 豊田スワローズ 五福公園A 6-7× ◎
5月4日 高円宮賜杯学童野球富山市大会 準決勝 堀川ブルージェイズ 五福公園A 8-3 〇
5月4日 高円宮賜杯学童野球富山市大会 準々決勝 荻浦フィリーズ 五福公園A 12-5 〇
5月3日 高円宮賜杯学童野球富山市大会2回戦 神明パイレーツ 五福公園A 7-8× 〇
4月30日 練習試合 藤ノ木スポーツ少年団 藤ノ木小学校G 14-3 〇
4月29日 高円宮賜杯学童野球富山市大会１回戦 藤ノ木スポーツ少年団 五福公園A 3-4× 〇
4月23日 石川遠征② 中条ブルーインパルス 条南小学校G 2-12 ×
4月23日 石川遠征① 緑少年野球クラブ 条南小学校G 11-4 〇
4月16日 新潟遠征③ 新通坂井東野球団 月潟野球場 14-0 〇
4月16日 新潟遠征② 新通坂井東野球団 月潟野球場 5-3 ×
4月16日 新潟遠征① 新通坂井東野球団 月潟野球場 6-0 〇
4月9日 練習試合 広田ベイスターズ 水橋東公園 5-1 〇



4月8日 練習試合③ 上中島少年野球クラブ 水橋西部小学校G 1-7 〇
4月8日 練習試合② 上中島少年野球クラブ 水橋西部小学校G 8-4 〇
4月8日 練習試合① 上市中央BBC 水橋西部小学校G 26-0 〇
4月2日 練習試合② 上滝ジュニアエンゼルス 福沢小学校G 5-0 〇
4月2日 練習試合① 上滝ジュニアエンゼルス 福沢小学校G 4-9 〇
4月1日 練習試合② 湖南レンジャーズ 水橋西部小学校G 0-1× 〇
4月1日 練習試合① 湖南レンジャーズ 水橋西部小学校G 4-0 〇
3月26日 練習試合② 太閤山少年野球クラブ 太閤山小学校G 1-1 △
3月26日 練習試合① 太閤山少年野球クラブ 太閤山小学校G 1-1 △
3月25日 練習試合② 神明パイレーツ 神明小学校G 5-1 〇
3月25日 練習試合① 神明パイレーツ 神明小学校G 1-1 △
3月20日 練習試合 大島フェニックス 水橋西部小学校G 4-9 〇
3月19日 練習試合 ベースボールチーム道下 水橋西部小学校G 14-1 〇
3月19日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会準決勝 堀川ブルージェイズ 県総合運動公園多目的広場A 2-5 ×
3月18日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会準々決勝 富山東部ブリュワーズ 五福公園A 3-0 〇
3月12日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会3回戦 広田ベイスターズ 五福公園B 1-0 〇
3月11日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会2回戦 四方フライヤーズ 県総合運動公園多目的広場B 9-0 〇
3月5日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会1回戦 有磯野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 県総合運動公園多目的広場B 0-14 〇
3月4日 練習試合② 金山クラブ 金山小学校G 1-15 〇
3月4日 練習試合① 金山クラブ 金山小学校G 15-0 〇
2月26日 滋賀遠征⑥ 五箇荘野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 五箇荘小学校G 4-3 ×
2月26日 滋賀遠征⑤ 高月町ｽﾎﾟｰﾂ少年団野球部 五箇荘小学校G 8-2 〇
2月26日 滋賀遠征④ 五箇荘野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 五箇荘小学校G 0-2 ×
2月25日 滋賀遠征③ 妻木野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 小篠原公園 2-5 ×
2月25日 滋賀遠征② 野洲キッドｽﾎﾟｰﾂ少年団 小篠原公園 13-3 〇
2月25日 滋賀遠征① 物部少年野球団 小篠原公園 3-3 △
2月19日 茨城遠征④ 茎崎ファイターズ 茎崎第一小学校G 4-2 ×
2月19日 茨城遠征③ 茎崎ファイターズ 茎崎第一小学校G 2-10 ×
2月18日 茨城遠征② 常磐軟式野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 神崎グラウンド 1-8 ×
2月18日 茨城遠征① 那珂ファイターズ 神崎グラウンド 15-4 〇
2月12日 神戸遠征⑥ 小部東アローズ 中里グラウンド 3-0 ×
2月12日 神戸遠征⑤ 小部東アローズ 中里グラウンド 6-1 〇
2月12日 神戸遠征④ 小部少年団野球部 中里グラウンド 4-0 〇
2月11日 神戸遠征③ 岩岡サニーズ 岩岡中学校G 6-7 〇
2月11日 神戸遠征② 王塚台南コンドルズ 岩岡中学校G 2-6 〇
2月11日 神戸遠征① 岩岡サニーズ 岩岡中学校G 0-7 〇

＊吉田旗決勝は雨天ノーゲームにより両チーム優勝（水橋、奥田）
☆　公式戦：　 31戦　25勝　6敗　0分
☆　練習試合：　81戦　63勝　11敗　7分


