
【春の全国小学生ドッジボール選手権 富山県(北信越地区)予選大会結果】

【チャンピオンリーグ】

開催日 回数 会場 ﾁｰﾑ数

H16.1.18（日） 第13回 黒部市総合体育センター

H17.1.16（日） 第14回 黒部市総合体育センター

H18.1.22（日） 第15回 黒部市総合体育センター

H19.1.21（日） 第16回 黒部市総合体育センター 14

17

H21.1.18（日） 第18回 黒部市総合体育センター 17

H22.1.17（日） 第19回 黒部市総合体育センター 14

H23.1.16（日） 第20回 黒部市総合体育センター 15

H24.1.15（日） 第21回 黒部市総合体育センター 14

13

H26.2.11(日) 第23回 黒部市総合体育センター 10

H27.1.31（土） 第24回 黒部市総合体育センター 8

H28.1.17(日) 第25回 黒部市総合体育センター 9

H29.1.15(日） 第26回 黒部市総合体育センター 9

H30.2.12（月） 第27回 黒部市総合体育センター 10

H31.2.11（月） 第28回 黒部市総合体育センター 11

2020.1.15(日） 第29回 黒部市総合体育センター 9

2021.2.21(日） 第30回 黒部市総合体育センター 7

2022.2.23(水） 第31回 黒部市総合体育センター 7

※ 第24回から、優勝チームは全国大会出場へ

【チャレンジリーグ】

開催日 回数 会場 ﾁｰﾑ数

H19.1.21（日） 第16回 黒部市総合体育センター 10

H20.1.20（日） 第17回 富山市総合体育館 12

H21.1.18（日） 第18回 黒部市総合体育センター 13

H22.1.17（日） 第19回 黒部市総合体育センター 13

H23.1.16（日） 第20回 黒部市総合体育センター 6

H24.1.15（日） 第21回 黒部市総合体育センター 7

H25.1.20（日） 第22回 黒部市総合体育センター 3

H26.2.11(日) 第23回 黒部市総合体育センター -

H27.1.31（土） 第24回 黒部市総合体育センター 8

H28.1.17(日) 第25回 黒部市総合体育センター 4

H29.1.15(日） 第26回 黒部市総合体育センター 3

H30.2.12（月） 第27回 黒部市総合体育センター 5 針原パイレーツジュニア

H31.2.11（月） 第28回 黒部市総合体育センター 3

2020.1.15(日） 第29回 黒部市総合体育センター 4

2021.2.21(日） 第30回 黒部市総合体育センター -

針原パイレーツ
（全国/石川県金沢市)

福光サンダージュニア 五福ダイヤモンドサンズ 杉っ子ドッジファイターズ

光陽マーリンズ

福光サンダーホープス あさひ　きらめきジュニア - -

- -

福光サンダーホープス 杉っ子ドッジジュニア 呉羽DBCジュニア

- - - -

Ａｔｔａｃｋｓ　Ｚｅｒｏ１
（全国/東京）

針原パイレーツ 呉羽ドッジボールクラブ 五福ダイヤモンドサンズ

　光陽マーリンズ 福光サンダーホープス

AttacksZero１
（全国/広島県広島市)

優勝 準優勝 第3位 第3位

五福ダイヤモンドサンズ 杉っ子ドッジファイターズ

富山市総合体育館

杉っ子ドッジジュニア 　光陽マーリンズJr びっくりーず! 上市ビッグロックジュニア

城端レッドファイヤー

城端レッドジュニア 五福DSジュニア - -

ダイヤモンドサンズJr 福光サンダーホープス - -

呉羽DBCジュニア 福光サンダーホープス - -

呉羽ドッジボールクラブ 五福ダイヤモンドサンズ 杉っ子ドッジファイターズパワーズinフラット・太閤山

福光サンダージュニア Attacks Zero　1 杉っ子ドッジファイターズ 五福ダイヤモンドサンズ

針原パイレーツ 五福ダイヤモンドサンズ 太閤山元気ボーイズ 　光陽マーリンズ

福光サンダージュニア 太閤山元気ボーイズ 五福ダイヤモンドサンズ 呉羽ドッジボールクラブ

5位　 6位　 7位　 8位　

杉っ子ドッジファイターズ 五福ダイヤモンドサンズ 福岡Dash 　光陽マーリンズ

Attacks Zero　1 杉っ子ドッジファイターズ 針原パイレーツ 　光陽マーリンズ

H20.1.20（日） 第17回

針原パイレーツ 福光サンダージュニア 呉羽ドッジボールクラブ 上市ビッグロック

針原パイレーツ Attacks Zero　1 五福ダイヤモンドサンズ 太閤山元気ボーイズ

優勝 準優勝 第3位 敢闘賞

福光サンダージュニア 太閤山元気ボーイズ 杉っ子ドッジファイターズ 針原パイレーツ

上市ビッグロック 呉羽ドッジボールクラブ 飯野マジックス

H25.1.20（日） 第22回 黒部市総合体育センター

福光サンダージュニア 五福ダイヤモンドサンズ PowerZ

城端・井口レッド あさひジュニア - -

Shimozeki

5位　 6位　 7位　 8位　

針原パイレーツ

杉っ子ドッジファイターズ 針原パイレーツ 五福ダイヤモンドサンズ 呉羽ドッジボールクラブ

五福ダイヤモンドサンズ
（全国/東京）

Ａｔｔａｃｋｓ　Ｚｅｒｏ１ 福光サンダージュニア 杉っ子ドッジファイターズ

- - - -

J-Shimozeki 飯野マジックスU-10 - -

針原パイレーツ
(全国/北九州市）

Ｓｈｉｍｏｚｅｋｉ 杉っ子ドッジファイターズ 五福ダイヤモンドサンズ

-

針原パイレーツ
（全国/広島県広島市)

五福ダイヤモンドサンズ

針原パイレーツ　 下関福光サンダージュニア

杉っ子ドッジファイターズ
（全国/三重県津市）

五福ダイヤモンドサンズ

光陽マーリンズ あさひスーパーファイターズ

福光サンダーホープス 光陽マーリンズ jr Ａ 光陽マーリンズ jr Ｂ(4位）

Attacks Zero1 大門ドッジボールクラブ

Ａｔｔａｃｋｓ　Ｚｅｒｏ１
（全国/三重県津市）

五福ダイヤモンドサンズ

あさひきらめきジュニア 飯野マジックスあかつき -

Attacks Jr 光陽マーリンズｊｒ - -

光陽マーリンズジュニア 飯野マジックスサテライト - -


