
富山県オープンドッジボール大会　成績一覧
【小学生の部】
回数 ﾁｰﾑ数

【一般の部】
回数 ﾁｰﾑ数

【ママさんの部】
回数 ﾁｰﾑ数

12回 6
2019/12/22(日) 鞍月マミ～ズ NISHIヤングスターズ

魚津市『ありそドーム』 (石川県金沢市) (石川県金沢市)

（南砺市）

９回 6
2016/10/23(日) 鞍月マミ～ズ 田上闘球ＨＡＰＰＹＳ

富山市八尾スポーツアリーナ (石川県金沢市) (石川県金沢市)

優勝 準優勝

飯野マザックス 珠洲クラブＢＢ

ファイヤーフラット ダイヤモンド☆☆ママさんズ

大沢野ベアーズママ

（石川県金沢市） （石川県白山市）

10回 7
2017/10/29(日) 五福ダイヤモンドサンズ Ａｔｔａｃｋｓ　Ｚｅｒｏ1 呉羽ドッジボールクラブ 福光サンダージュニア

朝日町『サンリーナ』 (富山市) (富山市) (富山市) （南砺市）

７回 5
2014/9/28(日) 鞍月マミ～ズ ママSUN'S

魚津市:ありそドーム (石川県金沢市) （朝日町）

９回 5
2016/10/23(日) 松任の大魔陣オールスターズ パイレーツ

富山市八尾スポーツアリーナ （石川県白山市） (富山市)

12回 11
2019/12/22(日) THUNDER2011 零魂

魚津市『ありそドーム』 （南砺市） (富山市)

MAKI☆KITA D.C. ウイングス 敦賀西ホワイトキッズ

黒部市総合体育センター (富山市) （射水市） （新潟県新潟市） （福井県敦賀市）

７回 6
2014/9/28(日) パイレーツ A.M.O.C

魚津市:ありそドーム (富山市) （長野県東御市）

9回 11
2016/10/23(日) 針原パイレーツ 田上闘球DREAMS NISHIファイヤースターズ 松任の大魔陣

富山市八尾スポーツアリーナ (富山市)

６回 7
2013/9/29(日) 田上闘球ＨＡＰＰＹＳ 五福ダイヤモンド☆ママさんズ

魚津市:ありそドーム (石川県金沢市) (富山市)

７回 15
2014/9/28(日) 五福ダイヤモンドサンズ 田上闘球ＤＲＥＡＭＳ

魚津市:ありそドーム (富山市) (石川県金沢市)

14回 6
2021/12/26(日) THUNDER福 THUNDER光

アルビス小杉総合体育センター （南砺市）

8回

あさひ野ランナーズ

13
2019/12/22(日) NISHIファイヤースターズ 五福ダイヤモンドサンズ 鞍月アタッカーズ

魚津市『ありそドーム』 （石川県金沢市） (富山市) (石川県金沢市)

杉っ子ドッジファイターズ

(富山市)

YAMAPON

４回 4
2011/10/23(日) 上市レディー母 飯野マザックス

魚津市:ありそドーム (上市町) (入善町)

６回 3
2013/9/29(日) パイレーツ あさひ野ランナーズ

魚津市:ありそドーム (富山市) (朝日町）

10回 4
2017/10/29(日) パイレーツ零 THUNDER

朝日町『サンリーナ』 (富山市) （南砺市）

五福ダイヤモンドサンズ

魚津市:ありそドーム (新潟県三条市) (長野県千曲市) (富山市)

４回 3
2011/10/23(日) 福光サンダーブラック 珠洲クラブＯＢ

魚津市:ありそドーム （南砺市） （石川県珠洲市）

15
2013/9/29(日) 鵜川ミラクルフェニックス 針原パイレーツ 杉っ子ドッジファイターズ

魚津市:ありそドーム （石川県能登町） (富山市) （射水市）
６回

15

(石川県金沢市) (富山市)

(富山市) (富山市)

チームそうなが 福光サンダーブラック

珠洲クラブ

(石川県珠洲市)

福光サンダージュニア

（南砺市）

三馬パワフル 鞍月アタッカーズ

(石川県金沢市) (石川県金沢市)

(長野県大町市) (石川県能美市) （岐阜県高山市)

松任の大魔陣

（石川県白山市）

寺井クラブ

下関福光サンダージュニア

(富山市) （高岡市・南砺市）

五福ダイヤモンドサンズ

１回 15

２回 12

（南砺市） （南砺市）
１回 2

優勝 準優勝

４回 14
2011/10/23(日) 長沢ブルーモンスターズ ＳＡＫＵＲＡ

2015/10/25(日) 針原パイレーツ 杉っ子ドッジファイターズ

(石川県金沢市)

10
2020/12/27(日) 針原パイレーツ　 五福ダイヤモンドサンズ

アルビス小杉総合体育センター

２回 4

（石川県珠洲市） （南砺市）
３回 3

黒部市総合体育センター

呉羽ドッジボールクラブ 田上闘球ＤＲＥＡＭＳ

14回 15
2021/12/26(日) Attacks Zero１ ファイナルブレイカーズ

朝日町『サンリーナ』 (富山市) (石川県金沢市)
11回 14

2018/12/23(日) Ａｔｔａｃｋｓ　Ｚｅｒｏ1 鞍月アタッカーズ

12回

13回

鞍月アタッカーズ

4位

呉羽ドッジボールクラブ

呉羽ドッジボールクラブ

Ａｔｔａｃｋｓ　Ｚｅｒｏ１

(石川県珠洲市) (富山市)

五福ダイヤモンドサンズ

(石川県小松市) (富山市)

(富山市) (石川県金沢市) (石川県小松市) (富山市)

田上闘球ＤＲＥＡＭＳ 寺井クラブ

優勝 準優勝 3位

珠洲クラブ 針原パイレーツ 寺井クラブ

年月日/会場

2008/10/25(土)

富山市総合体育館

2009/10/25(日)

黒部市総合体育センター

2010/10/3(日)

(入善町) （石川県珠洲市）
３回 6

(入善町)

(富山市) (石川県金沢市)
３回 13

黒部市総合体育センター

１回 5

２回 4

(富山市) (富山市)

(富山市)

飯野マザックス

黒部市総合体育センター

年月日/会場

2008/10/25(土)

富山市総合体育館

2009/10/25(日)

黒部市総合体育センター

2010/10/3(日)

年月日/会場

2008/10/25(土)

富山市総合体育館

2009/10/25(日)

黒部市総合体育センター

2010/10/3(日)

2012/10/28(日)

田上闘球ＤＲＥＡＭＳ

黒部市総合体育センター (富山市) (石川県金沢市) (石川県珠洲市) (石川県金沢市)
５回 12

2012/10/28(日) 五福ダイヤモンドサンズ 鞍月アタッカーズ 珠洲クラブ

11回 5
2018/12/23(日) NISHIヤングスターズ 鞍月マミ～ズ

朝日町『サンリーナ』 (石川県金沢市) (石川県金沢市)

11回 8
2018/12/23(日) THUNDER2011 零魂

朝日町『サンリーナ』 （南砺市） (富山市)

５回 6
2012/10/28(日) 飯野マザックス 田上闘球ＨＡＰＰＹＳ

黒部市総合体育センター (入善町) (石川県金沢市)

鵜川ミラクルフェニックス

魚津市『ありそドーム』 (富山市) (富山市) （射水市） （石川県能登町）

13回 6
2020/12/27(日) THUNDER だいまじん。

魚津市『ありそドーム』 （南砺市） (石川県白山市)

５回 5
黒部市総合体育センター （南砺市） (朝日町）

帰ってきたパイレーツ AQUA BLUE

珠洲クラブＯＢ 福光サンダーブラック

TRICK　SQUARE

きときとの夢を見よう　　きときとの夢を叶えよう 

広がる立山連峰　そのテッペン　目指して 

きときとの夢を探そう　　きときとの夢を叶えよう 

誇り高く胸張って　力を合わせて　歩いて行こう 

遠く　遠く　どこまでも遠く広がる空よ 

遠く　遠く　どこまでも遠く流れる雲よ 

みんなと手をつないで行こう　どうか見守っておくれ 

つないだ両手が感じる温もり　生きている　生きている 

きときとの夢を見よう　　きときとの夢を叶えよう 

無理だとあきらめないで　今日イッペン　やってみよう 

きときとの夢を探そう　　きときとの夢を叶えよう 

誇り高く胸張って　力を合わせて　歩いて行こう 

近く　近く　頑張り屋さんの友達がいる 

近く　近く　思いやりの心がやさしく 

大きく手を振ってみよう　いつか心に伝わる 

絶対、奇跡を超こして　愛を　咲かせよう　咲かせよう 

きときとの夢を見よう　　きときとの夢を叶えよう 

遠く広がる立山連峰　そのテッペン　目指して 

きときとの夢を探そう　　きときとの夢を叶えよう 

誇り高く胸張って　力を合わせて　歩いて行こう 

子供の頃　飛行機雲を　夢中になって追いかけたあの時 

感じた　ドキドキ　今も気持ち忘れないで 

きときとの夢を見よう　　きときとの夢を叶えよう 

無理だとあきらめないで　今日イッペン　やってみよう 

きときとの夢を探そう　　きときとの夢を叶えよう 

誇り高く胸張って　力を合わせて　歩いて行こう 

誇り高く胸張って　力をあわせて　歩いて行こう 

作詞  つかさ
作曲　高原　兄
 歌   高原　兄　

-　7　-


