
2009年度　【A】ﾁｰﾑ試合結果

日程   試合名称 対戦相手  試合会場  スコア  結果 

宮本杯ラストバトル大会  神保スポーツ少年団  婦中スポーツプラザ  4-0  ◎ 

宮本杯ラストバトル大会  奥田北タイガース  婦中スポーツプラザ  3-0  ○ 

11/28 宮本杯ラストバトル大会  広田ベイスターズ  婦中スポーツプラザ  1-0  ○ 

11/03 富山シリーズ　準決勝 太田バファローズ  アルペンスタジアム  2-3  × 

10/17  練習試合  黒部中央バファローズ  水橋中部小学校  13-0  ○ 

練習試合  井波野球スポーツ少年団  二塚小学校  7-0  ○ 

10/12  練習試合  二塚ヤンキース  二塚小学校  1-0  ○ 

10/11  富山リーグ後期第14節  山室中部インディアンズ  山室中部小学校  20-0  ○ 

10/10  練習試合  大沢野ＪＢＣ  水橋中部小学校  13-3  ○ 

10/03 練習試合  夕日寺クラブ（石川）  夕日寺小学校  10-2  ○ 

09/27  富山リーグ後期第13節  堀川南オリオールズ  堀川南小学校  9-2  ○ 

09/26  練習試合  田家イーグルス  田家小学校  5-0  ○ 

練習試合  外日角アカシア（石川）  七塚中央公園Ｇ  3-0  ○ 

09/23  練習試合  三和ファイターズ（石川）  七塚中央公園Ｇ  4-2  ○ 

練習試合  七塚はまなす少年野球（石川）  七塚中央公園Ｇ  5-0  ○ 

09/22  練習試合  松任ブルーウィングス（石川）  七塚中央公園Ｇ  10-1  ○ 

練習試合  稲積少年会野球部  水橋中部小学校  2-0  ○ 

09/21  富山リーグ後期第12節  神明パイレーツ  水橋中部小学校  12-0  ○ 

練習試合  長岡ソルジャー  長岡小学校  9-0  ○ 

09/19  練習試合  倉垣ライオンズ  倉垣小学校  5-0  ○ 

練習試合②  井上ドラゴンズ（石川）  水橋中部小学校  0-3  × 

練習試合①  井上ドラゴンズ（石川）  水橋中部小学校  1-0  ○ 

09/06  富山リーグ後期第11節  浜黒崎エンゼルス  浜黒崎小学校  12-0  ○ 

富山リーグ後期第10節  新保ロイヤルズ  常願寺川公園Ｂ  11-0  ○ 

08/29  鈴木杯　決勝戦  呉羽レッドソックス  常願寺川公園Ｂ  5-0  ◎ 

08/23  鈴木杯　準決勝戦  豊田スワローズ  水橋中部小学校  8-1  ○ 

08/22  チューリップTV杯　決勝戦  新庄ジャイアンツ  常願寺川公園Ｂ  4-0  ◎ 

北信越学童野球大会　決勝戦  柏崎スターズ（新潟）  アルペンスタジアム  4-2  ◎ 

08/16  北信越学童野球大会　準決勝戦  太田バファローズ  アルペンスタジアム  2-1  ○ 

北信越学童野球大会　4回戦  滑川西部ライオンズ  富山県営球場  5-0  ○ 

08/15  北信越学童野球大会　3回戦  舟見ケ丘少年野球クラブ（石川）  富山県営球場  4-0  ○ 

北信越学童野球大会　2回戦  福岡ヤングホークス  五福公園Ｂ  11-1  ○ 

08/14  北信越学童野球大会　1回戦  糸魚川ＪＢＣ（新潟）  五福公園Ｂ  2-0  ○ 

08/09  鈴木杯　3回戦  光陽アスレチックス  水橋中部小学校  11-0  ○ 

練習試合  本江野球スポーツ少年団  早月川緑地公園  5-0  ○ 

08/08  富山リーグ後期第9節  呉羽レッドソックス  呉羽小学校  3-2  ○ 

黒部交流試合  萩生ジャガーズ  宮野山多目的広場  13-2  ○ 

黒部交流試合②  黒部中央バファローズ  宮野山多目的広場  5-0  ○ 

08/02  黒部交流試合①  黒部中央バファローズ  宮野山多目的広場  7-2  ○ 

07/26  練習試合  緑少年野球クラブ（石川） 緑小学校  7-2  ○ 

07/25  富山リーグ後期8節  西田地方レンジャース  水橋中部小学校  12-0  ○ 

練習試合②  道下野球スポーツ少年団  天神山球場  6-1  ○ 

07/20  練習試合① 道下野球スポーツ少年団  天神山球場  2-2  △ 

07/19  吉田旗争奪学童　2回戦  熊野メッツ  五福公園Ｂ  3-9  × 

07/12  富山リーグ前期7節  浜黒崎エンゼルス  水橋中部小学校  20-0  ○ 

富山リーグ前期プレーオフ  神明パイレーツ  神明小学校  2-0  ○ 

07/11  鈴木杯　2回戦  老田ブレーブス  北電研修Ｇ  8-0  ○ 

07/05  鈴木杯　1回戦  富山中央ドジャース  常願寺川公園Ｄ  12-0  ○ 

チューリップTV杯　準決勝戦  奥田北タイガース  東富山運動公園B  4-0  ○ 

練習試合②  黒部中央バファローズ  水橋中部小学校  1-1  △ 

07/04 練習試合①  黒部中央バファローズ  水橋中部小学校  2-3  × 

練習試合③  生地ラビット  水橋中部小学校  2-3  × 

練習試合②  生地ラビット  水橋中部小学校  5-0  ○ 

練習試合①  生地ラビット  水橋中部小学校  5-0  ○ 

06/28  チューリップTV杯　3回戦  月岡ツインズ  常願寺川公園Ｂ  6-0  ○ 

井上ドラゴンズ交流試合2009  犀川ビクトリー（石川）  津幡運動公園野球場  6-5  ○ 

井上ドラゴンズ交流試合2009  大浦木越ワカバ（石川）  津幡運動公園野球場  4-0  ○ 

06/27  井上ドラゴンズ交流試合2009  井上ドラゴンズ（石川）  津幡運動公園野球場  0-1  × 

06/21  富山リーグ前期第6節  堀川南オリオールズ  水橋中部小学校  5-0  ○ 

06/20  チューリップTV杯　2回戦  広田ベイスターズ  常願寺川公園Ｃ  6-1  ○ 

練習試合  蜷川カープ  蜷川小学校  10-1  ○ 

06/14  富山リーグ前期第5節 神明パイレーツ  神明小学校  0-1  × 

06/13  チューリップTV杯　1回戦  老田ブレーブス  常願寺川公園Ｃ  1-0  ○ 

富山リーグ前期第4節  山室中部インディアンズ  水橋中部小学校  10-0  ○ 

練習試合②  立山中央野球スポーツ少年団  水橋中部小学校  5-0  ○ 

06/07  練習試合①  立山中央野球スポーツ少年団  水橋中部小学校  2-0  ○ 

練習試合②  住吉野球スポーツ少年団  水橋中部小学校  3-1  ○ 

06/06  練習試合①  住吉野球スポーツ少年団  水橋中部小学校  2-2  △ 

05/31  練習試合  稲積少年会野球部  水橋中部小学校  5-1  ○ 

練習試合②  成美ロッキーズ  成美小学校  1-0  ○ 

05/30  練習試合① 成美ロッキーズ  成美小学校  4-2  ○ 

練習試合②  東加積ロッキーズ  水橋中部小学校  1-0  ○ 



05/24  練習試合①  東加積ロッキーズ  水橋中部小学校  15-0  ○ 

05/16  全国ｽﾎﾟ少交流会/富山市予選2回戦  呉羽レッドソックス  東富山運動広場Ａ  0-0  ▲ 

練習試合  大久保ファイターズ  新保小学校  12-1  ○ 

05/10  富山リーグ前期第3節  新保ロイヤルズ  新保小学校  3-1  ○ 

05/09  全国ｽﾎﾟ少/富山市予選1回戦1回戦  堀川ブルージェイズ  常願寺川公園Ｂ  14-0  ○ 

練習試合②  堀岡スポーツ少年団  水橋中部小学校  5-0  ○ 

05/06  練習試合①  堀岡スポーツ少年団 水橋中部小学校  4-0  ○ 

05/04  全日本学童/富山市予選4回戦  三郷アストロズ  五福公園Ａ 0-2  × 

05/03  全日本学童/富山市予選3回戦  老田ブレーブス  五福公園Ａ  9-5  ○ 

05/02  全日本学童/富山市予選2回戦  萩浦フィリーズ  五福公園Ａ  6-1  ○ 

練習試合  小坂イーグルス（石川）  内川野球場  8-2  ○ 

04/29  練習試合  金沢泉野フレッシャーズ（石川）  内川野球場  12-1  ○ 

練習試合  広田ベイスターズ  広田小学校  6-5  ○ 

04/19  富山リーグ前期第2節  西田地方レンジャース  西田地方小学校  22-0  ○ 

練習試合③  七塚はまなす少年野球（石川）  七塚中央公園Ｇ  24-7  ○ 

練習試合②  七塚はまなす少年野球（石川）  七塚中央公園Ｇ  0-3  × 

04/18 練習試合①  七塚はまなす少年野球（石川）  七塚中央公園Ｇ  0-2  × 

練習試合②  井波野球スポーツ少年団  井波小学校  2-0  ○ 

04/12  練習試合①  井波野球スポーツ少年団  井波小学校  6-3  ○ 

練習試合②  片口スポーツ少年団  片口小学校  6-1  ○ 

04/11  練習試合①  片口スポーツ少年団  片口小学校  6-1  ○ 

練習試合②  大島ベアーズ  大島コミニティ  5-2  ○ 

練習試合①  大島ベアーズ  大島コミニティ  8-0  ○ 

04/05  富山リーグ開幕戦  呉羽レッドソックス  アルペンスタジアム  1-0  ○ 

練習試合②  井上ドラゴンズ（石川）  水橋中部小学校  3-1  ○ 

04/04  練習試合①  井上ドラゴンズ（石川）  水橋中部小学校  3-4  × 

03/29  ビッグエッグ少年野球大会　決勝戦  太田バファローズ  アルペンスタジアム  3-2  ◎ 

ビッグエッグ少年野球大会　準決勝戦  老田ブレーブス  アルペンスタジアム  6-0  ○ 

03/28  ビッグエッグ少年野球大会　4回戦  寒江ブルーミラクルズ  アルペンスタジアム  11-2  ○ 

03/22  ビッグエッグ少年野球大会　3回戦  上滝ジュニアエンゼルス  婦中スポーツプラザＢ  11-1  ○ 

03/21  ビッグエッグ少年野球大会　2回戦  上市中央ベースボールクラブ  大江Ｇ  10-0  ○ 

練習試合  道下野球スポーツ少年団  水橋中部小学校  8-0  ○ 

03/20  練習試合 吉島野球スポーツ少年団  水橋中部小学校  12-0  ○ 

03/15  ビッグエッグ少年野球大会　1回戦  上庄児童クラブ  丸山球場サブＧ  5-1  ○ 

練習試合  芳川少年野球（長野）  芳川小学校  14-0  ○ 

練習試合  横田ボーイズ（長野）  芳川小学校 13-0  ○ 

03/08  練習試合  洗馬スポーツ少年団（長野）  洗馬小学校  3-1  ○ 

練習試合  洗馬スポーツ少年団（長野）  南部小学校  15-4  ○ 

練習試合  伊那レグルス（長野）  南部小学校  10-1  ○ 

03/07  練習試合  ストロング岡谷（長野）  南部小学校  10-1  ○ 

練習試合  多賀少年野球クラブ（滋賀）  滝之宮スポーツ公園  0-7  × 

03/01  練習試合  加茂野ファイターズ（岐阜）  滝之宮スポーツ公園  9-1  ○ 

練習試合②  東安居チャレンジャーズ（福井）  五個荘小学校  1-1  △ 

練習試合  五個荘野球スポーツ少年団（滋賀）  五個荘小学校  7-9  × 

02/28  練習試合①  東安居チャレンジャーズ（福井）  五個荘小学校  3-0  ○ 

2009ウィンターリーグ2days  南流ファイターズ（千葉）  逆井運動場  2-0  ○ 

2009ウィンターリーグ2days  末広ファルコンズ（東京）  逆井運動場  11-2  ○ 

02/22  2009ウィンターリーグ2days  茎崎ファイターズ（茨城）  逆井運動場  3-1  ○ 

2009ウィンターリーグ2days  柏南ギャランツ（千葉）  千葉県立湖北高校野球場  6-1  ○ 

2009ウィンターリーグ2days  千代田ファイターズ（千葉）  千葉県立湖北高校野球場  1-5  × 

2009ウィンターリーグ2days  美谷本ファイターズ（埼玉）  千葉県立湖北高校野球場 41031 ○ 

02/21  2009ウィンターリーグ2days  草加ボーイズ（埼玉）  千葉県立湖北高校野球場 41061 ○ 

練習試合②  黒部中央バファローズ  水橋中部小学校  8-0  ○ 

02/15  練習試合①  黒部中央バファローズ  水橋中部小学校  0-1  × 

練習試合  新庄ジャイアンツ  水橋中部小学校  8-0  ○ 

練習試合②  寒江ブルーミラクルズ  水橋中部小学校  10-3  ○ 

02/11  練習試合①  寒江ブルーミラクルズ  水橋中部小学校  3-0  ○ 

練習試合  江東少年野球クラブ（岐阜）  江東小学校  1-0  ○ 

練習試合②  高田クラブ（岐阜） 養老小学校  1-1  △ 

02/08  練習試合①  高田クラブ（岐阜）  養老小学校  4-0  ○ 

練習試合②  笠郷クラブ（岐阜）  笠郷小学校  0-1  × 

練習試合①  笠郷クラブ（岐阜）  笠郷小学校  12-3  ○ 

練習試合②  江東少年野球クラブ（岐阜）  江東小学校  3-2  ○ 

02/07  練習試合①  江東少年野球クラブ（岐阜）  江東小学校  3-0  ○ 

練習試合②  野洲キッドスポーツ少年団（滋賀）  野洲川河川公園  3-0  ○ 

練習試合①  野洲キッドスポーツ少年団（滋賀）  野洲川河川公園  0-1  × 

02/01  練習試合  向日ウィングス（京都）  野洲川河川公園  4-1  ○ 

練習試合  前栽アスレチックス（奈良）  東光小学校  0-6  × 

練習試合②  精華アトムズ（京都）  東光小学校  3-2  ○ 

01/31  練習試合①  精華アトムズ（京都）  東光小学校  0-1  × 

142戦　117勝20敗5分　（公式戦　43戦　38勝5敗）　（練習試合　99戦　79勝15敗5分）


