
太閤山ランドジュニアドッジボール大会成績一覧
回数 開催日 ﾁｰﾑ数 優勝 準優勝

はやぶさファイターズ 杉っ子ドッジファイターズ 津沢スーパーキッズ 新庄チャレンジャージュニアA

（富山市呉羽小）<松林　幹子> （小杉町小杉小）<高田　昭彦> （小矢部市津沢小）<山本　吏> （富山新庄小）<堀田　信博>

Y.M.D.C.ジュニアーズ 杉っ子ドッジファイターズ 山室アタックス 津沢ファイターズ

（富山市柳町小）<河合　清志> （小杉町小杉小）<高田　昭彦> （富山市山室小）<金瀬　雅志> （小矢部市津沢小）<坂本　吾朗>

太閤山元気ボーイズ 福光サンダージュニア 杉っ子ドッジファイターズ 津沢小学校

（小杉町太閤山小）<石倉　宙> （福光町内小）<山本　吏> （小杉町小杉小）<高田　昭彦> （小矢部市津沢小）<中林　秀明>

山室アタックスJr 針原パイレーツ 呉羽DBCジュニア 浅井ファイターズ

（富山市山室小）<金瀬　雅志> （富山市針原小）<千葉　和夫> （富山市呉羽小）<清水　保夫> （大門町浅井小）<竹　武司>

福光サンダージュニア 杉っ子ドッジファイターズ 南加積ドラグラス 太閤山元気ボーイズJr.

（福光町中部・東部小）<山本　吏> （小杉町小杉小）<高田　昭彦> （上市町南加積小）<酒井　勝江> （小杉町太閤山小）<石倉　宙>

針原パイレーツ 太閤山元気ボーイズJr. 福光サンダージュニア ＺＥＲＯ－ＯＮＥジュニア

（富山市針原小）<千葉　和夫> （小杉町太閤山小）<佐々木　政浩> （福光町内小）<山本　吏> （富山市山室小）<吉田　荒喜>

五福ダイヤモンドサンズ 針原パイレーツ Ａｔｔａｃｋｓ－Ｚｅｒｏ　1 杉っ子ドッジファイターズ

（富山市五福小）<玉谷　健一> （富山市針原小）<千葉　和夫> （富山市山室小）<吉田　荒喜> （小杉町小杉小）<高田　昭彦>

五福ダイヤモンドサンズ ＺＥＲＯ1ジュニア 太閤山元気ボーイズ 南加積ドラグラスジュニア

（富山市五福小）<玉谷　健一> （富山市山室小）<吉田　荒喜> （小杉町太閤山小）<串田　智之> （上市町南加積小）<酒井　勝江>

太閤山元気ボーイズ ダイヤモンドサンズJr 光陽マーリンズ Ａｔｔａｃｋｓ　Ｚｅｒｏ１　Ｊｒ．

（小杉町太閤山小）<串田　智之> （富山市五福小）<玉谷　健一> （富山市光陽小）<鋪田　博紀> （富山市山室小）<吉田　荒喜>

針原パイレーツ 呉羽ドッジボールクラブ 光陽マーリンズＪｒ あさひ野ランナーズ

（富山市針原小）<千葉　和夫> （富山市呉羽小）<橋場　文則> （富山市光陽小）<鋪田　博紀> （朝日町あさひ野・さみさと小）<坂本　秀>

五福ＤＳジュニア 針原パイレーツ 光陽マーリンズジュニアＡ 飯野マジックス

（富山市五福小）<丹羽　誠> （富山市針原小）<木原　清志> （富山市光陽小）<鋪田　博紀> （入善町飯野小）<村田　和孝>

呉羽ジュニア 光陽マーリンズジュニア あさひ野ランナーズ 五福ＤＳジュニア

（富山市呉羽小）<橋場　文則> （富山市光陽小）<鋪田　博紀> （朝日町あさひ野・さみさと小）<坂本　秀> （富山市五福小）<丹羽　誠>

福光サンダージュニア 上市ビッグロックジュニア Ａｔｔａｃｋｓ　Ｊｒ． 千坂Ｆロータスルート

（南砺市福光町内小） （上市町南加積小） （富山市山室小） （石川県金沢市）

<<山本　吏>><山本　吏> <<吉田　清美>><吉田　有> <<五位尾　修>><五位尾　修> <<下野　高広>><山本　健一>

パワーズinフラット・太閤山ｊｒ ミラクル元キッズ jr. 呉羽ＤＢＣジュニア 上市ビックロックジュニア

（富山市婦中町・小杉町内小） (岐阜県高山市) （富山市呉羽小） （上市町南加積小）

<<小林　晴美>><小林　晴美> <<政井　順一>><政井　順一> <<久郷　厳>><橋場　文則> <<碓井　さやか>><平井　一浩>

あさひスーパーファイターズ 五福ダイヤモンドサンズ 針原パイレーツジュニア 千坂Ｆロータスルート

（朝日町さみさと小） （富山市五福小） （富山市針原小） （石川県金沢市）

<<坂本　秀>><加納　壮> <<丹羽　誠>><丹羽　誠> <<木原　清志>><木原　清志> <<下野　高広>><伊藤　直明>

松任の大魔陣Ｊｒ． 五福ダイヤモンドサンズジュニア Ａｓａｈｉ ＳＦ Ｊｒ. 福光サンダーホープス

（石川県白山市北陽・松任小）<吉岡　正敏> （富山市五福小）<丹羽　誠> （朝日町さみさと小）<坂本　秀> （南砺市福光町内小）<山本　吏>

あさひキッズ 大門ＤＢＣジュニア

（朝日町さみさと小）<飯田　真由美> （射水市大門小）<池田　康裕>

第3位

1 平成9年12月7日(日) 32

2 平成10年12月6日(日) 16

3 平成11年12月5日(日) 16

4 平成12年12月3日(日) 11

5 平成13年12月2日(日) 15

6 平成14年12月1日(日) 18

7 平成15年12月7日(日) 17

8 平成16年12月5日(日) 16

18

12 平成20年12月7日(日) 25

9 平成17年12月7日(日) 14

10 平成18年12月6日(日) 21

11

（小学校名）≪代表者名≫<監督者名>

13 平成21年12月6日(日) 22

14 平成22年12月5日(日) 16

11 平成19年12月2日(日)

アドバンスの部

2

ノービスの部

－ －

15 平成23年12月4日(日) 15

16 平成24年12月2日(日)



太閤山ランドジュニアドッジボール大会成績一覧
（小学校名）≪代表者名≫<監督者名>

ＡＤ 松任の大魔陣Ｊｒ． 呉羽ＤＢＣジュニア 福光サンダーホープス Ａｔｔａｃｋｓ　Ｊｒ．

14 （石川県白山市北陽・松任小）<吉岡　正敏> （富山市呉羽小）<久郷　厳> （南砺市福光町内小）<山本　吏> （富山市山室小）<五位尾　修>

ＮＢ 千坂ＦロータスルートJr 大門ＤＢＣジュニア

4 （石川県金沢市）<下野　高広> （射水市大門小）<池田　康裕>

ＡＤ 松任の大魔陣Ｊｒ． 針原パイレーツジュニア 呉羽DBCジュニア NISHI Jr スターズ

13
（石川県白山市 北陽・松任・蕪城・松南小）

<由水　伸弥>
（富山市 針原・新庄北小）

<木原　清志>
（富山市 呉羽小）

<橋場　文則>
（石川県金沢市 諸江・西・浅野町小）

<足滝　信雄>

ＮＢ Zero1キッズ 五福ダイヤモンドサンズ・キッズ

2 （富山市 山室小）<五位尾　修>
（富山市 五福・附属・古里・八幡小）

<丹羽　誠>

ＡＤ 五福ダイヤモンドサンズジュニア 鞍月アタッカーズジュニア 福光サンダーホープス NISHI Jr スターズ

11
（富山市 五福・堀川・神明・古里・附属

小）　　　　　　　　<丹羽　誠>
（石川県金沢市 鞍月小）

<廣岡 俊和>
（南砺市福光･福野小）

<片岸　翔>
（石川県金沢市 諸江・西・戸板小）

<足滝　信雄>

ＮＢ みらいの針原パイレーツ リライジングジュニア

5
（富山市 針原小）

<木原　清志>
（南砺市 福野・福光小）

<片岸　翔>

ＡＤ 福光サンダージュニア Ａｔｔａｃｋｓ　Ｊｒ． 松任の大魔陣　Jｒ. J-Shimozeki

10
（南砺市 中部・南部・福野・井波小）

<片岸　翔>
（富山市山室・針原小）

<山田　絢子>
（石川県白山市 蕪城・東明・松任・野々

市・北陽・額小）<由水　伸弥>
（高岡市下関小）

<寺岡　佑香>

ＮＢ 光陽マーリンズJr. 光陽校区児童クラブＡ

3
（富山市 光陽小）
<上野　まどか>

（富山市 光陽小）
<鋪田　博紀>

ＡＤ NISHIJrスターズ 松任の大魔陣 Jr. 五福ダイヤモンドサンズ アサヒキラメキジュニア

10
（石川県金沢市 諸江・西・戸板・富陽小）

<足滝　信雄>
（石川県白山市 蕪城・東明・松任・野々

市・北陽小）<由水　伸弥>
（富山市 五福・附属小）

<丹羽　誠>
（朝日町 さみさと小）

<飯田　真由美>

ＮＢ 杉っ子ドッジジュニア 光陽校区児童クラブA

5
（射水市 小杉小）

<大井　孝弘>
（富山市 光陽小）

<矢野　克彦>

ＡＤ パイレーツＺｅｒｏ1 TRICK　SQUARE サンダーホープス 杉っ子ドッジジュニア

10
（富山市 針原・山室・堀川南・山室中部・

蜷川・太田・富大附属）<木原　清志>
（岐阜県高山市　北・江名子・三枝・東・

山王 ）<輪方　維>
（南砺市 福光南部・福光中部・福野・下

関・東五位・）<山本　吏>
（射水市 小杉・金山）

<大井　孝弘>

ＮＢ 光陽キッズ 光陽少年団

5
（富山市 光陽）
<鋪田　博紀>

（富山市 光陽小）
<野沢　一人>

ＡＤ TRICK SQUARE 光陽マーリンズJr A 五福ダイヤモンドサンズ あさひきらめきジュニア

8
（岐阜県高山市）

<輪方　維>
（富山市）

<上野 まどか>
（富山市）
<丹羽　誠>

（朝日町）
<石橋　卓也>

ＮＢ 光陽少年団 飯野マジックスサテライト

6
（富山市）
<矢野　克彦>

（入善町）
<村田　和孝>

ＡＤ 千坂ロータスルート 杉っ子ドッジジュニア 飯野マジックス 寺井クラブJr

11
（石川県金沢市）

<成瀬　章宏>
（射水市）

<高長　勝之>
（入善町）

<大野　康孝>
（石川県能美市）

<開　登志晃>

ＮＢ 光陽TWO 悟空ドッジボールクラブ

4
（富山市）

<野沢　和人>
（高岡市）

<菅澤　康平>

－ －

平成29年12月3日(日)21

23 2020年12月1日(日)

－ －

－ －

19 平成27年12月6日(日)

－ －

20 平成28年12月4日(日)

－ －

17 平成25年12月1日(日)

－ －

18 平成26年12月7日(日)

－ －

24 2021年12月5日(日)

－ －

22 平成30年12月2日(日)


