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11月23日 星陵大会② 押野クールボーイズ 星陵中学校Ｇ 21-0 ○

11月23日 星陵大会① 金沢泉野フレッシャーズ 夕日寺小学校Ｇ 2-1 ○

11月16日 練習試合 富山南部選抜 水橋西部小学校Ｇ 1-7 ×

11月3日 富山シリーズ 決勝 新庄ジャイアンツ アルペンスタジアム 2-5 ×

11月3日 富山シリーズ 準決勝 倉垣ライオンズ アルペンスタジアム 2-0 ○

11月2日 富山リーグ プレーオフ 神明パイレーツ 岩瀬スポーツ公園 7-4 ◎

10月27日 富山リーグ 最終節 山室中部インディアンス 水橋西部小学校Ｇ 2-1 ○

10月19日 富山リーグ 第13節  新保ロイヤルズ 水橋西部小学校Ｇ 6-1 ○

10月14日 富山リーグ 第12節 西田地方レンジャーズ 水橋西部小学校Ｇ 10-0 ○

10月12日 練習試合  太閤山少年野球クラブ 太閤山小学校Ｇ 0-0 △

10月12日 富山リーグ 第11節 堀川南オリオールズ 堀川南小学校Ｇ 23-0 ○

10月6日 富山リーグ 第10節  神明パイレーツ 神明小学校Ｇ 0-2 ×

9月29日 練習試合  村椿ジュニアライオンズ 水橋西部小学校Ｇ 0-4 ×

9月28日 富山リーグ 第9節 呉羽レッドソックス 呉羽小学校Ｇ 4-3 ○

9月15日 黒部名水少年野球交流大会 3回戦 生地ラビット 田家小学校Ｇ 3-6 ×

9月8日 練習試合 BASEBALL TEAM 道下 水橋西部小学校Ｇ 1-1 △

9月7日 黒部名水少年野球交流大会 2回戦 若栗コンドルズ 黒部中央小学校Ｇ 15-0 ○

9月7日 黒部名水少年野球交流大会  1回戦 黒部中央バッファローズ 黒部中央小学校Ｇ 2-1 ○

9月1日 鈴木杯 3回戦  富山中央ドジャース 水橋西部小学校Ｇ 0-2 ×

8月31日 練習試合 光陽アスレチックス 水橋東公園Ｇ 9-1 ○

8月25日 富山リーグ第8節 浜黒崎エンジェルス 水橋西部小学校Ｇ 2x-1 ○

8月18日 鈴木杯 2回戦 豊田スワローズ 水橋西部小学校Ｇ 3-1 ○

8月18日 チューリップテレビ杯 準々決勝  倉垣ライオンズ 水橋西部小学校Ｇ 2-8 ×

8月15日 北信越少年野球大会 3回戦 月岡ツインズ 岩瀬スポーツ公園 1-2 ×

8月15日 北信越少年野球大会 2回戦 金沢城東メッツ 岩瀬スポーツ公園 2-0 ○

8月14日 北信越少年野球大会 1回戦② 滑川東部スポーツ少年軟式野球部 大広田小学校Ｇ 6-3 ○

8月14日 北信越少年野球大会 1回戦① 村松中央野球スポーツ少年団 大広田小学校Ｇ 12-2 ○

8月11日 鈴木杯 1回戦 倉垣ライオンズ 水橋西部小学校Ｇ 10-0 ○

8月11日 富山リーグ 第7節 新保ロイヤルズ 新保小学校Ｇ 13-4 ○

8月4日 マクドナルドカップ 2回戦 東明ボーイズ 城南スタジアム 2-3x ×

8月3日 マクドナルドカップ 1回戦 新川レッドファイターズ 城南スタジアム 7-4 ○

7月31日 練習試合 富山市選抜チーム 岩瀬スポーツ公園 9-1 ○

7月25日 吉田旗 3位決定戦 月岡ツインズ 五福グラウンド 1-2 ×

7月21日 吉田旗 準決勝  新庄ジャイアンツ 五福グラウンド 2-6 ×

7月21日 吉田旗 3回戦 長岡ソルジャーズ 五福グラウンド 6-5 ○

7月20日 吉田旗 2回戦 桜谷ファイターズ 五福グラウンド 8-1 ○

7月15日 富山リーグ 第6節  神明パイレーツ 水橋西部小学校Ｇ 1-0 ○

7月14日 吉田旗 1回戦 堀川ブルージェイズ 五福グラウンド 3-0 ○

7月13日 練習試合②  稲積少年会野球部 水橋東公園Ｇ 2-3 ×

7月13日 練習試合① 稲積少年会野球部 水橋東公園Ｇ 4-0 ○

7月7日 富山リーグ 第5節  堀川南オリオールズ 水橋西部小学校Ｇ 11-1 ○

6月30日 練習試合② 石動埴生スターズ 水橋西部小学校Ｇ 8-3 ○

6月30日 練習試合①  新湊クラブ 水橋西部小学校Ｇ 16-0 ○

6月29日 チューリップテレビ杯 2回戦 芝園レッズ 水橋西部小学校Ｇ 19-0 ○

6月23日 練習試合② 豊田スワローズ 水橋西部小学校Ｇ 10-1 ○

6月23日 練習試合① 作道少年野球クラブ 水橋西部小学校Ｇ 6-0 ○

6月16日 富山リーグ 第4節 呉羽レッドソックス 水橋西部小学校Ｇ 1-0 ○

6月16日 富山リーグ 第3節 西田地方レンジャーズ 西田地方小学校Ｇ 17-0 ○

6月15日 練習試合 奥田ブルーウェーブ 水橋西部小学校Ｇ 8-6 ○

6月9日 富山市スポーツ少年団交流会 3位決定戦 鵜坂スポーツ少年団野球部 東富山運動広場 1-1 ▲

6月9日 富山市スポーツ少年団交流会 準決勝 倉垣ライオンズ 東富山運動広場 1-3 ×

6月2日 富山市スポーツ少年団交流会 4回戦 長岡ソルジャーズ 常願寺公園Ｇ 5-0 ○

6月1日 富山市スポーツ少年団交流会 3回戦 光陽アスレチックス 常願寺公園Ｇ 6-2 ○

5月26日 富山市スポーツ少年団交流会 2回戦 上滝ジュニアエンゼルス 常願寺公園Ｇ 8-1 ○

5月25日 練習試合 大庄マリナーズ 水橋西部小学校Ｇ 5x-4 ○

5月25日 チューリップテレビ杯 1回戦 光陽アスレチックス 水橋西部小学校Ｇ 4-0 ○

5月19日 練習試合 ベースボールチーム道下 水橋東公園Ｇ 3-6 ×

5月12日 練習試合② 大門ＪＢＣ 水橋西部小学校Ｇ 8-7 ○

5月12日 練習試合① 大門ＪＢＣ 水橋西部小学校Ｇ 9-1 ○

5月6日 富山市スポーツ少年団交流会 1回戦 大沢野ＪＢＣ 常願寺公園Ｇ 11-1 ○

5月5日 学童軟式野球富山市大会 5位決定戦 月岡ツインズ 五福グラウンド 7-8x ×

5月4日 学童軟式野球富山市大会 4回戦 新庄ジャイアンツ 五福グラウンド 5-6 ×

5月3日 学童軟式野球富山市大会 3回戦 神明パイレーツ 五福グラウンド 7-4 ○

4月28日 学童軟式野球富山市大会 2回戦 大広田ホークス 五福グラウンド 7-0 ○

4月14日 練習試合② ベースボールチーム道下 水橋西部小学校Ｇ 7-2 ○

4月14日 練習試合① ベースボールチーム道下 水橋西部小学校Ｇ 1-8 ×

4月14日 富山リーグ 第2節 浜黒崎エンジェルス 浜黒崎小学校Ｇ 9-2 ○

4月13日 富山リーグ 第1節 山室中部インディアンス 水橋西部小学校Ｇ 2-0 ○

4月6日 練習試合② 滑川東部スポーツ少年団 水橋西部小学校Ｇ 5-6 ×

4月6日 練習試合① 滑川東部スポーツ少年団 水橋西部小学校Ｇ 1-2 ×



3月31日 練習試合② 倉垣ライオンズ 五福グラウンド 4-10 ×

3月31日 練習試合① 倉垣ライオンズ 五福グラウンド 0-3 ×

3月24日 練習試合 広田ベイスターズ 五福グラウンド 13-2 ○

3月23日 練習試合② 立山タイガース 水橋西部小学校Ｇ 8-4 ○

3月23日 練習試合① 立山タイガース 水橋西部小学校Ｇ 7-0 ○

3月20日 ビッグエッグ 3回戦 片口スポーツ少年団 五福グラウンド 2-3x ×

3月17日 練習試合 光陽アスレチックス 光陽小学校Ｇ 8-2 ○

3月17日 ビッグエッグ 2回戦 神明パイレーツ 婦中スポーツプラザＧ 3-0 ○

3月16日 ビッグエッグ 1回戦 滑川西部ライオンズ 五福グラウンド 20-0 ○

3月3日 石川遠征② 三和ファイターズ 野々市市民野球場 3-5 ×

3月3日 石川遠征① 三和ファイターズ 野々市市民野球場 4-2 ○

3月2日 練習試合 奥田ブルーウェーブ 県総合グラウンドＢ 7-0 ○

2月17日 京都滋賀遠征 2日目③ 竜王 小篠原公園Ｇ 4-11 ×

2月17日 京都滋賀遠征 2日目② 野洲キッドスポーツ少年団 小篠原公園Ｇ 2-0 ○

2月17日 京都滋賀遠征 2日目① 木田ネイビーブルーズ 小篠原公園Ｇ 0-9 ×

2月16日 京都滋賀遠征 初日② 向日ウイングス ニチユグラウンド 0-9 ×

2月16日 京都滋賀遠征 初日① 梅津倶楽部 ニチユグラウンド 0-19 ×

2月11日 愛知遠征 3日目② 昇龍 師勝中学校Ｇ 3-1 ○

2月11日 愛知遠征 3日目① 昇龍 師勝中学校Ｇ 14-4 ○

2月10日 愛知遠征 2日目② 五条川野球スポーツ少年団 一宮総合運動場 1-2 ×

2月10日 愛知遠征 2日目① 五条川野球スポーツ少年団 一宮総合運動場 5-2 ○

2月9日 愛知遠征 初日② 大口タイガース 大口北小学校Ｇ 7-3 ○

2月9日 愛知遠征 初日① 大口タイガース 大口北小学校Ｇ 7-3 ○

2月2日 練習試合② 大島フレンズ 県総合公園室内Ｇ 4-3 ○

2月2日 練習試合① 大島フレンズ 県総合公園室内Ｇ 6-3 ○

1月13日 東日本少年野球大会 3位決定戦 浅間スポーツ少年団 武蔵野公園Ｇ 5-7 ×

1月13日 東日本少年野球大会 準決勝 南長野少年野球 武蔵野公園Ｇ 0-10 ×

1月12日 東日本少年野球大会 2回戦 緑ヶ丘ジャイアンツ 武蔵野公園Ｇ 7-1 ○

1月12日 東日本少年野球大会 1回戦 若松ホーマーズ 武蔵野公園Ｇ 7-3 ○

☆　公式戦：５０戦３６勝１４敗
☆　練習試合：４９戦３０勝１７敗２分


