
富山県民スポーツ・レクリエーション祭（夏季大会）成績一覧
（小学校名）<監督名>

回　　　数 会　場
開　催　日 ﾁｰﾑ数

第4回 砺波工業高校 太閤山元気ボーイズ 飯野マジックス <三位>柳小ファイターズ <四位>ゴールデンファイターズ

平成7年7月16日 第1・第2体育館 （小杉町太閤山小） （入善町飯野小） （富山市柳町小） （婦中町速星小）

砺波市 12ﾁｰﾑ <高田　昭彦> <佐賀　忠義> <秋吉　幸三>

第5回 飯野マジックス 太閤山元気ボーイズ <三位>野積ベアーズ <四位>東明チャンピオンズ

平成8年7月28日 （入善町飯野小） （小杉町太閤山小） （八尾町野積小） （新湊市東明小）

富山市 16ﾁｰﾑ <川口　和弘> <石倉　宙> <宮前　宏司> <濱野　謙一>

第6回 太閤山元気ボーイズ 飯野マジックス <三位>ＫＴＳマウンテンズ <四位>東部ジュニアドッジ

平成9年7月27日 （小杉町太閤山小） （入善町飯野小） （上市町中央小） （富山市東部小）

小杉町 13ﾁｰﾑ <石倉　宙> <池原　政信> <橋本　康雄> <滝脇　一夫>

第7回 山室アタックス 飯野マジックス <敢闘賞>杉っ子ドッジファイターズ <敢闘賞>Ｙ．Ｍ．Ｄ．Ｃ．ボンバーズ

平成10年6月21日 （富山市山室小） （入善町飯野小） （小杉町小杉小） （富山市柳町小）

入善町 10ﾁｰﾑ <西方　正敏> <村田　和孝> <高田　昭彦> <河合　清志>

第8回 杉っ子ドッジファイターズ 櫛田パワフルＢ <三位>飯野マジックス <三位>山室アタックス

平成11年6月13日 （小杉町小杉小） （大門町櫛田小） （入善町飯野小） （富山市山室小）

砺波市 12ﾁｰﾑ <高田　昭彦> <河内　順二> <村田　和孝> <金瀬　雅志>

第9回 杉っ子ドッジファイターズ 山室アタックス <三位>杉っ子ドッジファイターズ <敢闘賞>宮川ﾐﾚﾐｱﾑ・ｵｲｰﾝｽﾞ

平成12年6月25日 （小杉町小杉小） （富山市山室小） （小杉町小杉小） （上市町宮川小）

上市町 16ﾁｰﾑ <高田　昭彦> <金瀬　雅志> <高田　昭彦> <西本　正史>

第10回 福光サンダージュニア 飯野マジックス <三位>山室アタックス <三位>太閤山元気ボーイズ

平成13年6月10日 （福光町内小） （入善町飯野小） （富山市山室小） （小杉町太閤山小）

小杉町 11ﾁｰﾑ <山本　吏> <村田　和孝> <金瀬　雅志> <石倉　宙>

第11回 太閤山元気ボーイズ 針原パイレーツ <三位>ブラックファイターズ <三位>呉羽ドッジボールクラブ

平成14年6月9日 （小杉町太閤山小） （富山市針原小） （富山市内小） （富山市呉羽小）

入善町 12ﾁｰﾑ <石倉　宙> <千葉　和夫> <飯山　啓一> <橋場　文則>

第12回 福光サンダージュニア 南加積ドラグラス <三位>太閤山元気ボーイズ <三位>ＫＵＳＨＩＴＡパワフル

平成15年6月8日 （福光町内小） （上市町南加積小） （小杉町太閤山小） （大門町櫛田小）

庄川町 12ﾁｰﾑ <山本　吏> <酒井　聡> <鏡　美枝子> <盛田　康一>

第13回 針原パイレーツ Attacks Zero1 <三位>福光サンダージュニア <三位>呉羽ドッジボールクラブ

平成16年5月30日 （富山市針原小） （富山市山室小） （福光町内小） （富山市呉羽小）

八尾町 14ﾁｰﾑ <千葉　和夫> <吉田　荒喜> <山本　吏> <橋場　文則>

第14回 Attacks Zero1 針原パイレーツ <三位>五福ダイヤモンドサンズ <三位>上市ドラグラス

平成17年5月29日 （富山市山室小） （富山市針原小） （富山市五福小） （上市町南加積小）

大島町 12ﾁｰﾑ <吉田　荒喜> <千葉　和夫> <玉谷　健一> <橋本　康雄>

第15回 Attacks Zero1 太閤山元気ボーイズ <三位>五福ダイヤモンドサンズ <三位>杉っ子ドッジＡ

平成18年6月25日 （富山市山室小） （小杉町太閤山小） （富山市五福小） （小杉町小杉小）

朝日町 10ﾁｰﾑ <吉田　荒喜> <石倉　宙> <玉谷　健一> <高田　昭彦>

第16回 五福ダイヤモンドサンズ 針原パイレーツ <三位>呉羽ドッジボールクラブ <四位>Attacks Zero1

平成19年5月27日 （富山市五福小） （富山市針原小） （富山市呉羽小） （富山市山室小）

庄川町 7ﾁｰﾑ <丹羽　誠> <千葉　和夫> <橋場　文則> <吉田　荒喜>

第17回 針原パイレーツ 呉羽ドッジボールクラブ <三位>五福ダイヤモンドサンズ <三位>Attacks Zero1

平成20年5月25日 （富山市針原小） （富山市呉羽小） （富山市五福小） （富山市山室小）

滑川市 9ﾁｰﾑ <木原　清志> <橋場　文則> <丹羽　誠> <五位尾　修>

第18回 五福ダイヤモンドサンズ 呉羽ドッジボールクラブ <三位>光陽マーリンズジュニア <敢闘賞>Attacks Zero1

平成21年5月30日 （富山市五福小） （富山市呉羽小） （富山市光陽小） （富山市山室小）

高岡市 <丹羽　誠> <橋場　文則> <鋪田　博紀> <五位尾　修>

城端レッドジュニア 五福DSジュニア <三位>フラット・マーリンズ連合Jr ※<四位>大門ドッジボールクラブ

（城端町城端小） （富山市呉羽小） （富山市速星・光陽小） （大門町櫛田小）

<上田　健二> <橋場　文則> <小林　晴美> <盛田　康一>

第19回 Attacks Zero1 五福ダイヤモンドサンズ <三位>飯野マジックス ※<四位>あさひスーパーファイターズ

平成22年5月23日 （富山市山室小） （富山市五福小） （入善町飯野小） <朝日町あさひ野・さみさと>

朝日町 <五位尾　修> <丹羽　誠> <村田　和孝> <坂本　秀>

FＴファイヤーＪｒ あさひスーパーファイターズＪｒ ※<三位>上市ビッグロックジュニア -

（速星・神保・太閤山小） （朝日町さみさと小） （上市町南加積小） -

<小林　晴美> <坂本　秀> <碓井　紀代美> -

第20回 五福ダイヤモンドサンズ Attacks Zero1 <三位>飯野マジックス -

平成23年5月29日 （富山市五福小） （富山市山室小） （入善町飯野小） -

庄川町 <丹羽　誠> <五位尾　修> <村田　和孝> -

庄川体育センター 針原パイレーツJr 光陽マーリンズ - -

（富山市針原小） （富山市光陽小） - -

<木原　清志> <鋪田　博紀> - -

第21回 Sｈｉｍｏｚｅｋｉ Kureha－Zero1 針原パイレーツ 五福ダイヤモンドサンズ

平成24年5月27日 (高岡市下関小) （富山市呉羽小・山室小） （富山市針原小） （富山市五福小）

富山市 <山本 佑香> <久郷　厳> <木原　清志> <丹羽　誠>

八尾スポーツアリーナ 五福ダイヤモンドサンズジュニア 城端・井口レッド - -

（富山市五福小） (南砺市城端小・井口小) - -

<丹羽　誠> <上田　健二> - -

第22回 針原パイレーツ Attacks Zero1 <三位>五福ダイヤモンドサンズ <敢闘賞>杉っ子ドッジファイターズ

平成25年5月26日 （富山市針原小） （富山市山室小） （富山市五福小） (射水市小杉小)

射水市 <木原　清志> <五位尾　修> <丹羽　誠> <宗玄　清作>

ふくおか文化センター
『Ｕホール』 ｼﾞｭﾆｱの部　5ﾁｰﾑ

ｼﾞｭﾆｱの部　5ﾁｰﾑ

ｼﾞｭﾆｱの部　5ﾁｰﾑ

朝日町文化体育セン
ター

『サンリーナ』

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　7ﾁｰﾑ

ｼﾞｭﾆｱの部　3ﾁｰﾑ

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　6ﾁｰﾑ

滑川市総合体育センター

朝日町文化体育センター
第2体育館

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　9ﾁｰﾑ

敢　闘　賞　（三位・四位）

不二越体育館

小杉高校体育館

入善町総合体育館

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　7ﾁｰﾑ

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　7ﾁｰﾑ

準　優　勝

砺波市体育館

庄川町民体育館

八尾スポーツアリーナ

優　　勝

上市町総合体育館

大島町町民体育館

入善町総合体育館

小杉町民体育館

庄川体育センター

-　５　-



富山県民スポーツ・レクリエーション祭（夏季大会）成績一覧
（小学校名）<監督名>

回　　　数 会　場
開　催　日 ﾁｰﾑ数

第24回 Attacks　Zero1 針原パイレーツ <三位>ＳＡＫＵＲＡ <敢闘賞>あさひスーパーファイターズ

平成27年5月24日 （富山市山室小） （富山市針原・福光東部小） （千曲市埴生・屋代・五加小） （朝日町さみさと小）

射水市 <五位尾　修> <木原　清志> <櫻井　範彰> <飯田　真由美>

福光サンダージュニア あさひ　きらめきジュニア ※<三位>飯野マジックスU-9 -

（南砺市福光東部小） （朝日町さみさと小） (入善町飯野･上青･村椿小) -

<片岸　翔> <石橋　卓也> <村田 和孝> -

第25回 針原パイレーツ Shimozeki <三位>杉っ子ドッジファイターズ <敢闘賞>あさひスーパーファイターズ

平成28年5月29日 （富山市 針原・山室） （高岡市 下関・博労） （射水市 小杉・富山市 光陽） （朝日町 さみさと）

射水市 <木原　清志> <寺岡　佑香> <大井　孝弘> <飯田　真由美>

AttacksJr 五福ダイヤモンドサンズジュニア あさひきらめきジュニア -

（富山市 山室・山室中部・針原） （富山市 五福・神明・堀川・古里・附属） （朝日町 さみさと） -

<山田　絢子> <丹羽　誠> <飯田　真由美> -

第26回 五福ダイヤモンドサンズ Attacks Zero1 呉羽ドッジボールクラブ <敢闘賞>杉っ子ドッジファイターズ

平成29年5月28日 （五福・堀川・神明・附属・古里） （山室・針原） （呉羽） （小杉・光陽）

射水市 <丹羽　誠> <山田　絢子> <橋場 文則> <大井　孝弘>

五福ダイヤモンドサンズジュニア あさひきらめきジュニア 飯野マジックスU-10 -

（五福・附属・桜谷） （さみさと） （飯野・上青・桃李） -

<丹羽　誠> <飯田　真由美> <竹島　潔> -

ダイヤモンドサンズ パイレーツ - -

（富山市） （富山市） - -

<丹羽　誠> <木原　清志> - -

第27回 五福ダイヤモンドサンズ Attacks Zero1 下関福光サンダージュニア 呉羽ドッジボールクラブ

平成30年5月27日 （五福・古里・附属） （山室・山室中部・太田・堀川南） （福光中部、福光南部、福野、下関、東五位） （呉羽）

射水市 <丹羽　誠> <山田　絢子> <山本　吏> <橋場 文則>

サンダーホープス あさひきらめきジュニア 光陽マーリンズJr.A 五福ダイヤモンドサンズジュニア

（福光中部、福光南部、福野、下関、東五位） （さみさと） （光陽・西田地方） （五福・附属）

<山本　吏> <飯田　真由美> <鋪田　博紀> <丹羽　誠>

THUNDER パイレーツ零 - -

（南砺・高岡市） （富山市） - -

<山本　吏> <佐藤　達也> - -

第28回 五福ダイヤモンドサンズ 針原パイレーツ 光陽マーリンズ -

令和元年5月28日 （富山市） （富山市） （富山市） -

射水市 <丹羽　誠> <木原　清志> <鋪田　博紀> -

五福ダイヤモンドサンズ 光陽マーリンズｊｒ - -

（富山市） （富山市） - -

<丹羽　誠> <鋪田　博紀> - -

THUNDER 杉っ子ファイターズ - -

（南砺市） （射水市） - -

<山本　吏> <宗玄　香奈子> - -

杉っ子マミー 飯野マザックス - -

（射水市） (入善町) - -

<高長　勝之> <井田 美樹> - -

第30回 光陽マーリンズ 杉っ子ファイターズ 五福ダイヤモンドサンズ Attacks Zero1

令和3年5月30日 （富山市） （射水市） （富山市） （富山市）

射水市 <鋪田　博紀> <高長　勝之> <丹羽　誠> <山田　絢子>

THUNDER 飛球TOYAMA - -

（南砺市） （富山市） - -

<寺岡　佑香> <玉谷　健一> - -

第31回 Attacks Zero1 飯野マジックス 杉っ子ドッジファイターズ 光陽マーリンズ

令和4年5月15日 （富山市） （入善町） （射水市） （富山市）

射水市 <山田　絢子> <大野　康孝> <高長　勝之> <鋪田　博紀>

THUNDER 零魂 - -

（南砺市） （富山市） - -

<高松　正樹> <西嶋　雅則> - -

※ 表彰なし

太閤山ランド内
(ふるさとパレス)

太閤山ランド内
(ふるさとパレス)

一般の部　4ﾁｰﾑ

ｼﾞｭﾆｱの部　3ﾁｰﾑ

一般の部　4ﾁｰﾑ

ｼﾞｭﾆｱの部　8ﾁｰﾑ

一般の部　4ﾁｰﾑ

ｼﾞｭﾆｱの部　4ﾁｰﾑ

ｼﾞｭﾆｱの部　4ﾁｰﾑ

ｼﾞｭﾆｱの部　3ﾁｰﾑ

太閤山ランド内
(ふるさとパレス)

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　8ﾁｰﾑ

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　11ﾁｰﾑ

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　10ﾁｰﾑ

太閤山ランド内
(ふるさとパレス)

太閤山ランド内
(ふるさとパレス)

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　7ﾁｰﾑ

ママさんの部　2ﾁｰﾑ

太閤山ランド内
(ふるさとパレス)

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　7ﾁｰﾑ

太閤山ランド内
(ふるさとパレス) 一般の部　2ﾁｰﾑ

一般の部　4ﾁｰﾑ

準　優　勝 敢　闘　賞　（三位・四位）優　　勝

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　8ﾁｰﾑ

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝの部　10ﾁｰﾑ

-　６　-


