
2010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 

11/20  練習試合  千鳥丘ファイターズ  千鳥丘小学校  6-2  ○ 

11/07  練習試合  光陽アスレチックス  水橋西部小学校  5-1  ○ 

富山シリーズ決勝戦 富山中央ドジャース  アルペンスタジアム  3-1  ◎ 

11/03  富山シリーズ準決勝戦  三郷アストロズ  アルペンスタジアム  3-0  ○ 

練習試合  東明ボーイズ  本江G  2-2  △ 

練習試合②  長岡ソルジャーズ  北電火力G  6-2  ○ 

10/31  練習試合①  長岡ソルジャーズ  北電火力G  6-0  ○ 

10/23  鈴木杯/決勝戦  熊野メッツ  県総合運動公園  5-0 ◎ 

10/17  鈴木杯/準決勝戦  大広田ホークス  大広田小学校  3-0  ○ 

練習試合  神通碧少年野球クラブ  神通碧小学校  6-0  ○ 

10/10  富山リーグ後期/第14節  山室中部インディアンズ  水橋西部小学校  7-0  ○ 

練習試合  横田ライオンズ  横田小学校  1-3  × 

10/03  練習試合  成美ロッキーズ  成美小学校  3-5  × 

09/26  練習試合  藤ノ木スポーツ少年団 藤ノ木小学校  8-0  ○ 

09/20  富山リーグ後期/第13節  堀川南オリオールズ  水橋西部小学校  9-0  ○ 

09/19  富山リーグ後期/第12節  神明パイレーツ  神明小学校  6-2  ◎ 

09/18  鈴木杯/3回戦  太田バファローズ  太田小学校  7-0  ○ 

09/05  富山リーグ後期/第11節  呉羽レッドソックス  呉羽小学校  3-2  ○ 

09/04  黒部名水交流大会/1回戦  荻生ジャガーズ  宮野多目的GｰA  2-4  × 

練習試合  長田町ベアーズ（石川）  米丸小学校  7-3  ○ 

08/29  練習試合  米丸クラブ（石川）  米丸小学校  17-14  ○ 

練習試合②  蕪城少年野球クラブ（石川）  水橋西部小学校  12-0  ○ 

08/21  練習試合① 蕪城少年野球クラブ（石川）  水橋西部小学校 12-0  ○ 

08/14  北信越少年野球大会/2回戦  御陵少年野球（福井）  清里野球場 3-6  × 

08/13  北信越少年野球大会/1回戦 寺三キングス（新潟）  上越市少年野球場  7-2  ○ 

練習試合②  大沢野JBC  大沢野小学校  11-1  ○ 

08/07  練習試合①  大沢野JBC  大沢野小学校  6-1  ○ 

08/01  富山リーグ後期/第10節  浜黒崎エンゼルス  浜黒崎小学校  16-1  ○ 

練習試合② 大庄マリナーズ  大庄小学校  3-4  × 

07/31 練習試合①  大庄マリナーズ  大庄小学校  0-0  △ 

練習試合  舟見ケ丘少年野球クラブ（石川）  国府台中央公園  5-1  ○ 

07/19  練習試合  富陽学童野球クラブ(石川）  国府台中央公園  10-6  ○ 

吉田旗争奪/1回戦  三郷アストロズ  五福公園A  4-7  × 

07/18 富山リーグ後期/第9節  西田地方レンジャーズ  水橋中部小学校 5-1  ○ 

07/17  鈴木杯/2回戦  光陽アスレチックス  水橋中部小学校  9-1  ○ 

練習試合  岩瀬ドラゴンズ  水橋中部小学校  6-2  ○ 

07/11  富山リーグ後期/第8節  新保ロイヤルズ  新保小学校  5-2  ○ 

練習試合②  滑川東部スポーツ少年団  有金球場  3-2  ○ 

07/10 練習試合①  滑川東部スポーツ少年団  有金球場  1-6  × 

練習試合②  稲積少年会野球部  水橋中部小学校  4-9  × 

07/03  練習試合①  稲積少年会野球部  水橋中部小学校  0-3  × 

06/26 鈴木杯/1回戦  堀川ブルージェイズ  常願寺川公園G-D 10-0  ○ 

06/20  学童富山県予選/2回戦  大谷野球スポーツ少年団 上市丸山球場  5-10  × 

06/19 学童富山県予選/1回戦  大久保ファイターズ  立山球場  16-0  ○ 

06/13 富山リーグ前期/第7節  山室中部インディアンズ  山室中部小学校  16-0  ◎

富山リーグ前期/第6節  神明パイレーツ  水橋中部小学校  8-3  ○ 

06/12  ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯/3回戦  光陽アスレチックス  常願寺川公園G-B  2-5  × 

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾃﾚﾋﾞ杯/2回戦  三郷アストロズ  常願寺川公園G-B  2-1  ○ 

06/06  富山リーグ前期/第5節  堀川南オリオールズ  水橋中部小学校  10-0  ○ 

練習試合②  大沢野北部少年野球クラブ  水橋中部小学校  3-3  △ 

06/05  練習試合① 大沢野北部少年野球クラブ  水橋中部小学校   4-2 ○ 

練習試合 黒部中央バファローズ  黒部中央小学校  2-0  ○ 

05/30  練習試合  荻生ジャガーズ  黒部中央小学校  5-0  ○ 

練習試合  内灘ファイターズ（石川） 小矢部千羽野球場  3-0  ○ 

05/29  練習試合  石動埴生スターズ  小矢部千羽野球場  13-10  ○ 

練習試合②  作道少年野球クラブ  作道小学校  3-0  ○ 

練習試合① 作道少年野球クラブ  作道小学校  0-3  × 

05/16 富山リーグ前期/第4節  呉羽レッドソックス  水橋中部小学校  5-1  ○ 

練習試合②  戸出西部サンダース  水橋中部小学校  11-0  ○ 

05/15  練習試合①  戸出西部サンダース  水橋中部小学校  3-1  ○ 

練習試合②  愛宕レッズ  水橋中部小学校  1-1  △ 

練習試合① 愛宕レッズ  水橋中部小学校  10-1  ○ 

05/09  富山リーグ前期/第3節  浜黒崎エンゼルス  水橋中部小学校  19-0  ○ 



練習試合②  長岡ソルジャーズ  北電火力G  2-3  × 

05/08  練習試合① 長岡ソルジャーズ  北電火力G  2-3  × 

練習試合②  有磯野球スポーツ少年団  水橋中部小学校  5-4  ○ 

05/05  練習試合①  有磯野球スポーツ少年団  水橋中部小学校  12-3  ○ 

05/03 学童富山市予選/決勝戦  蜷川カープ  五福公園A  1-4  × 

05/02  学童富山市予選/準決勝戦  月岡ツインズ  五福公園B  8-1  ○ 

05/02  学童富山市予選/4回戦  富山中央ドジャース  五福公園B  3-2  ○ 

05/01  学童富山市予選/3回戦  草島マリナーズ  五福公園B  7-1  ○ 

04/29  学童富山市予選/2回戦  堀川ブルージェイズ  五福公園B  8-3  ○ 

練習試合②  ベースボールチーム道下  水橋中部小学校  5-4  ○ 

練習試合①  ベースボールチーム道下  水橋中部小学校  0-5  × 

練習試合②  岩瀬ドラゴンズ  水橋中部小学校  8-1  ○ 

04/25 練習試合①  岩瀬ドラゴンズ  水橋中部小学校  0-1  × 

04/18  富山リーグ前期/第2節  西田地方レンジャース 水橋中部小学校  16-1  ○ 

スポ少富山市予選/1回戦  新庄ジャイアンツ  常願寺川公園B  2-5  × 

04/17  練習試合  三日市ベアーズ  水橋中部小学校  3-3  △ 

練習試合②  吉島野球スポーツ少年団  新川みどりの高校G  6-7  × 

04/10  練習試合①  吉島野球スポーツ少年団  新川みどりの高校G  6-6  △ 

04/04  富山リーグ/開幕戦  新保ロイヤルズ  呉羽小学校  6-3  ○ 

練習試合② 堀川ブルージェイズ 水橋東公園 2-0  ○ 

04/03  練習試合①  堀川ブルージェイズ  水橋東公園 0-1  × 

練習試合②  奥田北タイガース  水橋中部小学校  7-0  ○ 

03/28  練習試合①  奥田北タイガース  水橋中部小学校  6-2  ○ 

練習試合  放生津イーグルス  放生津小学校  9-0  ○ 

03/27  練習試合  新湊クラブ  放生津小学校  3-2  ○ 

練習試合② 大島ベアーズ  大島小学校  2-1  ○ 

練習試合①  大島ベアーズ  大島小学校  1-5  × 

練習試合②  中太閤山少年野球クラブ  中太閤山小学校  4-0  ○ 

03/22  練習試合①  中太閤山少年野球クラブ  中太閤山小学校  3-1  ○ 

練習試合  杉原JBC  杉原小学校  22-2 ○ 

03/20  練習試合  光陽アスレチックス  光陽小学校  5-1  ○ 

03/14  ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会/1回戦  上中島野球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 丸山球場B 2-3  × 

練習試合  北野ｼﾞｭﾆｱｰｽﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団（滋賀）  北野小学校  1-6  × 

02/28  練習試合  野洲キッドスポーツ少年団（滋賀）  北野小学校  3-4  × 

練習試合③  五個荘野球スポーツ少年団（滋賀）  五個荘小学校  0-3  × 

練習試合②  五個荘野球スポーツ少年団（滋賀） 五個荘小学校  1-12  × 

02/27 練習試合①  五個荘野球スポーツ少年団（滋賀）  五個荘小学校  3-5  × 

100戦　67勝27敗6分　（公式戦　35戦　27勝8敗）　（練習試合　65戦　40勝19敗6分）


