
中日本ドッジボールチャンピオンシップ　成績一覧
（地区名）≪代表者名≫<監督者名>

回　　　数 会　場
開　催　日 ﾁｰﾑ数

第4回 太閤山ランド 福光サンダージュニア　 粟野ドッジボールクラブ 木崎ファイヤーズ　 松任の大魔神

2002年8月26日 20ﾁｰﾑ （富山県） （福井県） （新潟県） （石川県）

第5回 ありそド－ム 太閤山元気ボーイズ マキサウスダイナミックス 福光サンダ－ジュニア Attacks　Zero １

2003年8月31日 18ﾁｰﾑ （富山県） （新潟県） （富山県） （富山県）

第6回 ありそド－ム 福光サンダージュニア Σパワーズ

2004年8月29日 ﾁｰﾑ （富山県） （新潟県）

第7回 太閤山ランド

2005年8月28日 26ﾁｰﾑ
第8回 黒部市総合体育センター 長沢ブルーモンスターズ 保内キッズD.C 附属小ドッジファイターズ Attacks Zero 1

2006年8月28日 19ﾁｰﾑ （新潟県） （新潟県） （福井県） （富山県）

第9回 太閤山ランド 長沢ブルーモンスターズ Y.D. This 若槻TOPGUN しただレインボー

2007年8月27日 19ﾁｰﾑ （新潟県） （新潟県） （長野県） （新潟県）

第10回 太閤山ランド ミラクル元キッズ 呉羽ドッジボールクラブ Y.D. This 保内キッズD.C

2008年8月31日 24ﾁｰﾑ （岐阜県） （富山県） （新潟県） （新潟県）

第11回 太閤山ランド ＳＡＫＵＲＡ 徳間サンダーキッズ 附属小ドッジファイターズ 福光サンダージュニア　

2009年8月30日 『ふるさとパレス』 （長野県千曲市） （長野県長野市） （福井県福井市） （南砺市）

23ﾁｰﾑ <<櫻井　範彰>><櫻井　範彰> <<塚田　定正>><長田　剛> <<土田　裕子>><土田　裕子> <<山本 吏>><山本 吏>

第12回 太閤山ランド 呉羽ドッジボールクラブ ドルフィンズ二葉 五福ダイヤモンドサンズ 保内キッズＤＣ

2010年8月29日 『ふるさとパレス』 （富山市） （新潟県新発田市） （富山市） （新潟県三条市）

17ﾁｰﾑ <<久郷　厳>><橋場　文則> <<鶴間　直彦>><鶴間　直彦> <<丹羽 誠>><丹羽 誠> <<西潟　文夫>><竹石　浩一>

第13回 太閤山ランド 寺井クラブ 長沢ブルーモンスターズ めちゃげん ※　ドルフィンズ二葉

2011年8月28日 『ふるさとパレス』 （石川県小松市） （新潟県三条市） （岐阜県高山市） （新潟県新発田市）

22ﾁｰﾑ <<久田　誠>>　<福本 哲也> <<味田　克博>>　<味田　克博> <<横山　さち代>>　<輪方　維> <<鶴間　直彦>>　<鶴間　直彦>

第14回 太閤山ランド 福光サンダージュニア PowerZ 五福ダイヤモンドサンズ ※　加茂レッドファイヤー

2012年8月26日 『ふるさとパレス』 (南砺市) (富山市・射水市) (富山市） （新潟県加茂市）

20ﾁｰﾑ <<山本　吏>>　<山本　吏> <<小林　晴美>>　<串田　智之> <<丹羽　誠>>　<丹羽　誠> <<番場　宏>>　<塩野　政美>

第15回 太閤山ランド 鵜川ミラクルフェニックス 小木クラブ 針原パイレーツ ※　ドルフィンズ二葉

2013年8月18日 『ふるさとパレス』 （石川県能登町） （石川県能登町） （富山市） （新潟県新発田市）

19ﾁｰﾑ <<馬場　周一>>　<松井　勝彦> <<河元　智志>>　<河元　智志> <<木原　清志>>　<木原　清志> <<鶴間　直彦>><鶴間　直彦>

第16回 太閤山ランド ファイナルブレイカーズ 千坂ドッジファイヤーズ 古牧ＤＢＣ ＣＲＯＷＮＳ 三馬パワフル

2014年8月24日 『ふるさとパレス』 （長野県大町） （石川県金沢市） （長野県長野市） （石川県金沢市）

17ﾁｰﾑ <<永田　治>>　<山岸 澄雄> <<成瀬　章宏>>　<成瀬　章宏> <<西澤　亘>>　<西澤　亘> <<石田　一栄>>　<石田　一栄>

第17回 太閤山ランド 呉羽ドッジボールクラブ 針原パイレーツ Ａｔｔａｃｋｓ　Ｚｅｒｏ１ 千坂ドッジファイヤーズ

2015年8月2日 『ふるさとパレス』 （富山市） （富山市） （富山市） （石川県金沢市）

18ﾁｰﾑ <<久郷　厳>><橋場　文則> <<木原　清志>>　<木原　清志> <<五位尾　修>>　<五位尾　修> <<成瀬　章宏>>　<成瀬　章宏>

第18回 太閤山ランド 針原パイレーツ Shimozeki MAKI☆KITA D.C.ウイングス 小木クラブ

2016年8月28日 『ふるさとパレス』 （富山市） (高岡市） （新潟県新潟市） （石川県能登町）

16ﾁｰﾑ <<木原　清志>>　<木原　清志> <<竹澤　聡美>><寺岡　佑香> <<本間 仁勝>><本間 仁勝> <<河元　智志>><板谷　秀一>

第19回 太閤山ランド Attacks Zero1 杉っ子ドッジファイターズ 千坂ドッジファイヤーズ 田上闘球DREAMS

2017年8月27日 『ふるさとパレス』 （富山市） （射水市） （石川県金沢市） （石川県金沢市）

20ﾁｰﾑ 《山田 絢子》＜山田 絢子＞ 《宗玄 清作》＜大井 孝弘＞ 《成瀬 章宏》＜成瀬 章宏＞ 《盛一 純平》＜盛一 純平＞

第20回 太閤山ランド ブレイブ・キッズ 神川ミックスベジタブル20 ビクトリーやまと ファイナル・ブレイカーズ

2018年8月26日 『ふるさとパレス』 （長野県長野市） （長野県上田市） （新潟県阿賀野市） （長野県大町市）

《栗林 朝美》＜若林 一夫＞ 《池田 良子 》＜池田 良子＞ 《水野  一芳》＜五十嵐　大樹＞ 《永田　治》＜千国 美彦＞

第21回 太閤山ランド ＳＡＫＵＲＡ 田上闘球ＤＲＥＡＭＳ NISHIファイヤースターズ 火 虹

2019年8月24日 『ふるさとパレス』 (長野県千曲市) (石川県金沢市) (石川県金沢市) (新潟県加茂市)

《櫻井　範彰》 <櫻井　範彰> 《盛一 純平》　<盛一 純平> 《足滝　信雄》　<足滝　信雄> 《番場　宏》　<渡辺　弘子>

2020、2021年は中止
第23回 太閤山ランド

2022年8月21日 『ふるさとパレス』

※ 表彰なし

優　　勝 準　優　勝 三位 敢闘賞


