
2017　D
日程 試合名 対戦相手 試合会場 スコア 結果

11月3日 1･2年富山シリーズ決勝戦  神明パイレーツ アルペンスタジアムサブグラウンド 14-24 ×
10月21日 1･2年リーグ前期･後期プレーオフ  荻浦フィリーズ  新保小学校G 13-19 〇
10月21日 1･2年リーグ後期プレーオフ  荻浦フィリーズ  新保小学校G 15-11 ×
10月14日 練習試合(Bチーム)  富山中央ドジャース  水橋中部小G 16-18 〇
10月14日 練習試合  富山中央ドジャース  水橋中部小G 14-21 ×
9月30日 1・2年リーグ 後期第7節  堀川ブルージェイズ  水橋東公園 6-18 〇
9月24日 大久保カップ1位決定リーグ②  呉山ブレーブス  大久保小学校G 24-12 ◎
9月24日 大久保カップ1位決定リーグ①  山室中部インディアンズ  大久保小学校G 18-14 〇
9月24日 大久保カップ予選リーグ②  上市中央BBC  大久保小学校G 19-13 〇
9月24日 大久保カップ予選リーグ①  神通碧少年野球クラブ  大久保小学校G 10-28 〇
9月17日 1・2年リーグ 後期第6節  蜷川カープ  上冨居公園 10-12 〇
9月17日 1・2年リーグ 後期第5節  新庄ジャイアンツ  上冨居公園 1-26 〇
9月10日 1・2年リーグ 後期第4節  岩瀬ドラゴンズ  水橋中部小G 27-15 〇
9月10日 1・2年リーグ 後期第3節  大広田ホークス  水橋中部小G 25-5 〇
9月3日 1・2年リーグ 後期第2節  熊野・新保  新保小学校G 9-16 〇
9月3日 1・2年リーグ 後期第1節  豊田スワローズ  新保小学校G 18-7 〇
8月27日 練習試合(Bチーム)②  奥田ブルーウェーブ 17-16 〇
8月27日 練習試合②  奥田ブルーウェーブ 7-21 〇
8月27日 練習試合(Bチーム)①  荻浦フィリーズ 10-18 〇
8月27日 練習試合①  荻浦フィリーズ 14-15 〇
8月20日 練習試合(Bチーム)  山室中部インディアンズ  水橋中部小G 6-19 ×
8月20日 練習試合  山室中部インディアンズ  水橋中部小G 15-15 △
8月12日 チューリップTV杯(Aチーム)  奥田ブルーウェーブ  水橋中部小G 15-12 〇
8月12日 チューリップTV杯(Aチーム)  山室中部インディアンズ  水橋中部小G 7-9 ×
8月6日 タイガーリーグ前期プレーオフ  熊野・新保  荻浦小G 11-16 ◎
8月5日 チューリップTV杯(Bチーム)  岩瀬ドラゴンズ  水橋中部小G 13-20 ×
8月5日 チューリップTV杯(Bチーム)  呉山ブレーブス  水橋中部小G 5-23 ×
7月30日 練習試合(Bチーム)  岩瀬ドラゴンズ  水橋中部小G 21-7 〇
7月30日 練習試合  岩瀬ドラゴンズ  水橋中部小G 28-5 〇
7月22日 練習試合(Bチーム)  荻浦フィリーズ  水橋中部小G 22-20 〇
7月22日 練習試合  荻浦フィリーズ  水橋中部小G 14-19 ×
7月17日 練習試合(Bチーム)  立山JBC  水橋中部小G 17-24 ×
7月17日 練習試合  立山JBC  水橋中部小G 22-17 ×
7月16日 1・2年リーグ 第7節  堀川ブルージェイズ  水橋中部小G 16-17 〇
7月8日 1・2年リーグ 第6節  豊田スワローズ  水橋中部小G 20-11 〇
7月8日 1・2年リーグ 第5節  太田バファローズ  水橋中部小G 10-25 〇
7月2日 1・2年リーグ 第4節  荻浦フィリーズ  岩瀬小学校G 4-19 〇
7月2日 1・2年リーグ 第3節  岩瀬ドラゴンズ  岩瀬小学校G 23-4 〇
6月25日 練習試合(Bチーム)  滑川東部スポーツ少年団  水橋中部小体育館 24-12 ×
6月25日 練習試合  滑川東部スポーツ少年団  水橋中部小体育館 13-14 〇
6月18日 1・2年リーグ 第2節  熊野・新保  新保小学校G 11-12 ×
6月11日 1・2年リーグ 第1節  大広田ホークス  水橋中部小G 9-19 〇
6月4日  練習試合②  山室中部インディアンズ  山室中部小G 12-21 ×
6月4日  練習試合①  神明パイレーツ  山室中部小G 12-14 〇
5月28日  練習試合②  大広田ホークス  水橋中部小G 12-16 〇
5月28日  練習試合①  大広田ホークス  水橋中部小G 10-14 〇
5月27日  練習試合③  立山JBC  立山北部小学校G 15-14 ×
5月27日  練習試合②  立山JBC  立山北部小学校G 18-20 ×
5月27日  練習試合①  釜ヶ淵ピース  立山北部小学校G 7-28 〇
5月21日  練習試合②  富山東部ブリュワーズ  富山東部小G 21-19 ×
5月21日  練習試合①  富山東部ブリュワーズ  富山東部小G 24-6 〇
5月7日  練習試合②  山室中部インディアンズ  山室中部小G 15-23 ×
5月7日  練習試合①  大久保ファイターズ  山室中部小G 12-17 ×
5月6日  練習試合②  堀川ブルージェイズ  水橋中部小体育館 10-15 ×
5月6日  練習試合①  荻浦フィリーズ  水橋中部小体育館 12-11 〇
4月30日  練習試合②  呉山ブレーブス  水橋中部小G 17-10 ×
4月30日  練習試合①  呉山ブレーブス  水橋中部小G 16-11 〇
4月16日  練習試合②  奥田ブルーウェーブ  水橋東公園 15-8 ×
4月16日  練習試合①  奥田ブルーウェーブ  水橋東公園 15-15 △
4月2日  練習試合②  山室中部インディアンズ  水橋中部小G 20-17 ×
4月2日  練習試合①  山室中部インディアンズ  水橋中部小G 22-17 〇
3月12日  練習試合②  倉垣八幡ライオンズ  水橋中部小G 21-14 ×
3月12日  練習試合①  倉垣八幡ライオンズ  水橋中部小G 14-14 △
2月25日  練習試合  立山JBC  立山北部小学校G 16-16 △
2月19日  練習試合②  豊田スワローズ  水橋中部小体育館 18-12 〇
2月19日  練習試合①  豊田スワローズ  水橋中部小体育館 19-10 〇
2月12日  練習試合③  大久保ファイターズ  水橋中部小体育館 18-11 〇
2月12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 20-11 〇
2月12日  練習試合①  山室中部・荻浦合同  水橋中部小体育館 19-12 〇

☆　公式戦：　24戦　20勝　4敗　0分
　　 （Bチーム：　  2戦　  0勝　  2敗　0分）



☆　練習試合：　36戦　17勝　15敗　4分
　　 （Bチーム：　  8戦　  5勝　  3敗　0分）


