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日程日程日程日程 試合名試合名試合名試合名 対戦相手対戦相手対戦相手対戦相手 試合会場試合会場試合会場試合会場 スコアスコアスコアスコア 結果結果結果結果

11月23日 星稜大会② 七塚アカシア 星稜高校G 0-1 ×

11月23日 星稜大会① 三和ファイターズ 星稜中学校G 2-1 ○

11月1日 練習試合② 広田・奥田北合同 広田小学校G 3-5 ×

11月1日 練習試合① 広田・奥田北合同 広田小学校G 3-0 ○

10月18日 富山リーグ　第12節 山室中部インディアンス 山室中部小学校G 5-2 ○

10月11日 富山リーグ　第11節 呉羽レッドソックス 呉羽小学校G 3-1 ○

10月3日 富山リーグ　第10節 神明パイレーツ 水橋東公園G 1-1 ▲

9月27日 富山リーグ　第9節 西田地方レンジャース 水橋西部小学校G 8-0 ○

9月20日 富山リーグ　第8節 堀川南オリオールズ 堀川南小学校G 2-2 ▲

9月13日 富山リーグ　第7節 浜黒崎エンゼルス 浜黒崎小学校G 2-4 ×
西日本学童軟式野球大会
1回戦

8月14日 北信越野球大会　決勝T1回戦 五泉フェニックス 岩瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園G 3-4 ×

8月13日 北信越野球大会　予選2回戦 宮和学童野球クラブ 水橋東公園G 3-1 ○

8月13日 北信越野球大会　予選1回戦 伏木太田ﾔﾝｸﾞﾄﾞﾘｰﾑｽ 水橋東公園G 9-5 ○

8月9日 練習試合 稲積少年野球部 水橋西部小学校G 5-7 ×

8月2日 練習試合 立山タイガース 水橋西部小学校G 8-5 ○

7月26日 北日本新聞杯　予選2回戦 海峰マリンズ 常願寺公園G 1-6 ×

7月26日 北日本新聞杯　予選1回戦 金山クラブ 常願寺公園G 7-0 ○

7月25日 チューリップＴＶ杯　3回戦 鵜坂スポーツ少年団 水橋西部小学校G 2-7 ×

7月20日 練習試合 豊田スワローズ 豊田小学校G 2-3 ×

7月19日 富山リーグ　第6節 神明パイレーツ 水橋西部小学校G 3-2 ○

7月18日 練習試合② BASEBALL TEAM道下 水橋西部小学校G 3-1 ○

7月18日 練習試合① BASEBALL TEAM道下 水橋西部小学校G 1-8 ×

7月12日 富山リーグ　第5節 西田地方レンジャーズ 西田地方小学校G 8-1 ○

7月11日 吉田旗　2回戦 熊野メッツ 五福公園G 1-4 ×

7月5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 0-3 ×

7月4日 吉田旗　1回戦 堀川南オリオールズ 五福公園G 4-4 △

6月28日 富山リーグ　第3節 浜黒崎エンゼルス 水橋西部小学校G 19-0 ○

6月27日 チューリップＴＶ杯　2回戦 桜谷ファイターズ 桜谷小学校G 12-1 ○
高円宮賜杯学童軟式野球大会
富山県大会　準決勝
高円宮賜杯学童軟式野球大会
富山県大会　2回戦
高円宮賜杯学童軟式野球大会
富山県大会　1回戦

5月31日 富山リーグ　第2節 山室中部インディアンス 水橋西部小学校G 1-0 ○

5月30日 鈴木杯　決勝 神明パイレーツ 五福公園G 6-5 ◎

5月30日 鈴木杯　準決勝 新庄ジャイアンツ 五福公園G 4-3 ○

5月24日 鈴木杯　3回戦 四方フライヤーズ 水橋西部小学校G 5-2 ○

5月23日 練習試合② 本江野球スポーツ少年団 水橋西部小学校G 4x-3 ○

5月23日 練習試合① 本江野球スポーツ少年団 水橋西部小学校G 3-4 ×

5月10日 スポ少軟式野球大会　3回戦 呉山ブレーブス 大沢野多目的G 3-3 ▲

5月9日 鈴木杯　2回戦 奥田北タイガース 水橋西部小学校G 12-1 ○

5月6日 スポ少軟式野球大会　2回戦 奥田北タイガース 常願寺公園G 11-0 ○

5月5日 スポ少軟式野球大会　1回戦 月岡ツインズ 常願寺公園G 6-2 ○
高円宮賜杯学童軟式野球大会
富山市予選　3位決定戦
高円宮賜杯学童軟式野球大会
富山市予選　準決勝
高円宮賜杯学童軟式野球大会
富山市予選　3回戦
高円宮賜杯学童軟式野球大会
富山市予選　2回戦

4月26日 練習試合② 萩浦フィリーズ 水橋西部小学校G 5-4 ○

4月26日 練習試合①  萩浦フィリーズ 水橋西部小学校G 3-5 ×

4月19日 練習試合② 宮田スポーツ少年団 豊田小学校G 4-11 ×

4月19日 練習試合① 豊田スワローズ 豊田小学校G 5-1 ○

4月12日 富山リーグ　第1節 堀川南オリオールズ 水橋西部小学校G 4-1 ○

4月11日 鈴木杯　1回戦  奥田ブルーウェーブ 常願寺公園G 6x-5 ○

3月22日 練習試合② 前沢タイガース 宮野運動公園G 7-2 ○

3月22日 練習試合① 村椿Jrライオンズ 宮野運動公園G 6-4 ○

3月15日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会 2回戦 堀川ブルージェイズ 五福公園G 2-12 ×

3月8日 ﾋﾞｯｸﾞｴｯｸﾞ少年野球大会 1回戦 宮川スターズ 県総合運動公園G 3-0 ○

2月28日 滋賀遠征③ 五個荘野球スポーツ少年団 五個荘小学校G 24-0 ○

2月28日 滋賀遠征② 五個荘野球スポーツ少年団 五個荘小学校G 4-1 ○

2月28日 滋賀遠征① 五個荘野球スポーツ少年団 五個荘小学校G 7-1 ○

2月22日 石川遠征③ 泉野フレッシャーズ 泉野小学校G 10-0 ○

2月22日 石川遠征② 泉野フレッシャーズ 泉野小学校G 4-4 △

2月22日 石川遠征① 泉野フレッシャーズ 泉野小学校G 4-1 ○

2月21日 練習試合② 黒東マリナーズ 水橋西部小学校G 1-1 △

2月21日 練習試合① 黒東マリナーズ 水橋西部小学校G 2-4 ×

2月8日 愛知遠征Ⅱ④ 丹陽西スポーツ少年団 猿海道公園G 8x-7 ○

2月7日 愛知遠征Ⅱ③
五条川軟式野球スポーツ少年
団

五条川小学校G 16-1 ○

2月7日 愛知遠征Ⅱ②
五条川軟式野球スポーツ少年
団

五条川小学校G 9-3 ○

2月7日 愛知遠征Ⅱ① グレートブラザーズ 繁田公園G 0-1 ×

2月1日 愛知遠征Ⅰ⑥ 木曽川・末広合同チーム 木曽川西小学校G 2x-1 ○

2月1日 愛知遠征Ⅰ⑤ 末広クラブ 木曽川西小学校G 2-14 ×

2月1日 愛知遠征Ⅰ④ 木曽川キッド 木曽川西小学校G 4-3 ○

1月31日 愛知遠征Ⅰ③ 富塚キッズ 一宮木曽川サブG 4-4 △

1月31日 愛知遠征Ⅰ② 木曽川キッド 一宮木曽川サブG 2-3 ×

1月31日 愛知遠征Ⅰ① 木曽川キッド 一宮木曽川サブG 3-2 ○
☆　公式戦：39戦25勝10敗4分
☆　練習試合：35戦20勝12敗3分

5月2日 新庄北イーグルス 五福公園G 13-5 ○

4月29日 桜谷ファイターズ 五福公園G 10-0 ○

5月3日 蜷川カープ 富山県営球場 5-4 ○

5月2日 堀川ブルージェイズ 五福公園G 3-7 ×

6月7日 立山タイガース 丸山球場 3-1 ○

6月6日 出町ボーイズ 丸山球場 13-1 ○

8月21日 三方レイカーズ
舞洲スポーツアイランドB会
場

2-5 ×

6月13日 堀川ブルージェイズ 丸山球場 2-6 ×


