
回数 開催日会場 ﾁｰﾑ数 優勝 次勝 三位 四位 ベスト８
平成5年7月25日 山室ファイターズ 柳小ファイターズ 窪小元気っ子チーム 新庄レンジャーズ 富山ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ(富山市)
富山市体育館 (富山市・山室小)　 《初》(富山市・柳町小) (氷見市・窪小) (富山市・新庄小) 熊野ﾌｨｰﾙﾄﾞﾍﾞｱｰｽﾞ(富山市・熊野小)

[西方　正敏] [葛島　千秋] 速星ｽﾎﾟｰﾂ少年団(婦中町・速星小)
暴れん坊軍団

平成6年6月19日 Ｋ.T.S.マウンテンズ 新庄Ａ 山室アタックス 大島町児童館ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 富山ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞＡ(富山市)
富山市体育館 (上市町・中央小)　 《初》(富山市・新庄) (富山市・山室小)　 (大島町) 神明パイレーツＪｒ. (富山市)

[橋本　康雄] [葛島　千秋] [西方　正敏] [杉本　寿] ｽｰﾊﾟｰｲﾅｽﾞﾏﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ(富山市)
富山ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞＢ(富山市)

平成7年6月25日 太閤山元気ボーイズ 飯野マジックス Ｋ.T.S.マウンテンズ 野積ベアーズＡ 柳小ﾌｧｲﾀｰｽﾞ(富山市柳町小)
県総合体育館ｾﾝﾀｰ (小杉町・太閤山小) 《初》(入善町・飯野小) (上市町・中央小) (八尾町・野積小) 大島町児童館ﾌｧｲﾀｰｽﾞ(大島町・児童館)

[高田　昭彦] [村田　邦夫] [橋本　康雄]　 [加藤　勘二] 柳小ガールズ(富山市・柳町小)
福光ｼﾞｭﾆｱ(福光町)

平成8年6月23日 太閤山元気ボーイズＡ 飯野マジックス 野積ベアーズＡ 福光ＪＤＢＣ・Ａ 新庄ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ(富山市・新庄小)
県総合体育ｾﾝﾀｰ (小杉町・太閤山小) 《2回》(入善町・飯野小) (八尾町・野積小) (福光町・小) 野積ﾍﾞｱｰｽﾞＢ(八尾町・野積小)

[石倉　宙] [川口　和弘] [宮前　宏司] [河合　彦光] 山室ｱﾀｯｸｽ(富山市・山室小)
ＫＴＳﾏｳﾝﾃﾝｽﾞ（上市町・中央小）

平成9年6月29日 杉っ子ドッジファイターズ 奥田っ子ファイターズ 太閤山元気ボーイズ 東部ジュニアドッジボール 東明チャンピオンズA(新湊市・海老江児童センター)

県総合体育ｾﾝﾀｰ (小杉町・小杉小) 《初》(富山市・奥田小) (小杉町・太閤山小) (富山市・東部小) 大島町児童館ファイターズ(大島町・児童館)
[高田　昭彦] [飯山　啓一] [石倉　宙] [滝脇　一夫] 飯野マジックスジュニア(入善町)

K.T.S.マウンテンズ(上市町・中央小)
平成10年7月5日 奥田っ子ファイターズ 山室アタックス Y.M.D.C.ボンバーズ 飯野マジックス K.T.S.マウンテンズ(上市町)
県総合体育ｾﾝﾀｰ (富山市・奥田小) 《初》(富山市・山室小)　 (富山市・柳町小) (入善町・飯野小) 庄南ファイターズ(砺波市・庄南小) 

[飯山　啓一] [西方　正敏] [河合　清志] [村田　和孝] 大島町児童館ファイターズ(大島町)
杉っ子ドッジファイターズ(小杉町・小杉小)

平成11年6月27日 太閤山元気ボーイズＡ 杉っ子ドッジファイターズ Y.M.D.C.ボンバーズ 山室アタックス 大島町児童館ファイターズ(大島町)
県総合体育ｾﾝﾀｰ (小杉町・太閤山小) 《3回》(小杉町・小杉小) (富山市・柳町小) (富山市・山室小)　 櫛田パワフル(大門町)

[石倉　宙]  [高田　昭彦] [河合　清志] [細川　洸一] 山室アタックスジュニア(富山市・山室小)
堀南ブーヒーズ(富山市・堀川南小)

平成12年7月23日 福光サンダージュニア 太閤山元気ボーイズ Y.M.D.C.チャンピオンズ 堀南ブーヒーズ 杉っ子ドッジファイターズ(小杉町・小杉小)
県総合体育ｾﾝﾀｰ (福光町内小) 《初》(小杉町・太閤山小) (富山市・柳町小) (富山市・堀川南小) 山室アタックス(富山市)　

[山本　吏] [石倉　宙] [河合　清志] [高野　義明] 呉羽ジュニアドッジボール(富山市・呉羽小)
櫛田パワフル(大門町・櫛田小)

平成13年7月15日 太閤山元気ボーイズ 飯野マジックス 福光サンダージュニア 舟橋イーグルス 杉っ子ドッジファイターズ(小杉町・小杉小)
魚津市ありそドーム (小杉町・太閤山小) 《4回》(入善町・飯野小) (福光町・東部・中部小) (舟橋村・舟橋小) 福光J.D.B.C(福光町・内小)

[石倉　宙] [村田　和孝] [山本　吏] [清水　晃] 呉羽ドッジボールクラブ(富山市呉羽小)
ブラックファイターズ(富山市柳町・奥田・豊田小)

平成14年7月28日 太閤山元気ボーイズ 福光サンダージュニア Attacks Zero1 呉羽ジュニアﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ 針原パイレーツ(富山市・針原小)
魚津市ありそドーム (小杉町・太閤山小) 《5回》(福光町・東部・中部小) (富山市・山室小) (富山市・呉羽小) 飯野ドッジMAX(入善町・飯野小)

[石倉　宙] [山本　吏] [吉田　荒喜] [橋場　文則] パイレーツウィングス(富山市)
櫛田パワフル(大門町・櫛田小)

平成15年7月20日 福光サンダージュニア 太閤山元気ボーイズ 針原パイレーツ 杉っ子ドッジファイターズ Attacks Zero1(富山市・山室小) 
魚津市ありそドーム (福光町内小) 《2回》(小杉町・太閤山小) (富山市・針原小) (小杉町・小杉小) 呉羽ジュニアドッジボール(富山市・呉羽小)

[山本　吏] [中村　正江] [千葉　和人] [高田　昭彦] 飯野マジックス(入善町・飯野小)
南加積ドラグラス(上市町・南加積小)

平成16年7月25日 太閤山元気ボーイズ 呉羽ジュニアﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ 針原パイレーツ あさひ野ランナーズ 飯野マジックス(入善町・飯野小)
魚津市ありそドーム (小杉町・太閤山小) 《6回》(富山市・呉羽小) (富山市・針原小) (朝日町・あさひ野小) 福光サンダージュニア(福光町・東部・中部小)

[鏡　美枝子] [橋場　文則] [千葉　和人] [飯田　真由美] KUSHITAパワフル(大門町・櫛田小)
五福ダイヤモンドサンズ(富山市・五福小)

平成17年7月17日 Attacks Zero1 針原パイレーツ 五福ダイヤモンドサンズ 杉っ子ドッジファイターズ あさひ野ランナーズ(朝日町・あさひ野小)
魚津市ありそドーム (富山市・山室小) 《初》(富山市・針原小) (富山市・五福小) (小杉町・小杉小) 飯野マジックス(入善町・飯野小)

[吉田　荒喜] [木原　清志] [玉谷　健一] [高田　昭彦] 杉っ子ドッジファイターズ(小杉町・小杉小)
福光サンダージュニア(福光町・東部・中部小)
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回数 開催日会場 ﾁｰﾑ数 優勝 次勝 三位 四位 ベスト８
平成18年7月2日 福光サンダージュニア 五福ダイヤモンドサンズ Attacks Zero1 太閤山元気ボーイズ 上市ビッグロック(上市町・南加積､中央､宮川)
小杉総合体育センター (南砺市・福光町東部・中部) 《3回》(富山市・五福) (富山市・山室・蜷川) (小杉町・太閤山) 呉羽ドッジボールクラブ(富山市・呉羽)

[山本　吏] [丹羽　誠] [吉田　荒喜] [串田　智之] あさひ野ランナーズ(朝日町・あさひ野)
杉っ子ドッジファイターズ(小杉町・小杉)

平成19年7月1日 五福ダイヤモンドサンズ 針原パイレーツ 福光サンダージュニア Attacks Zero1 太閤山元気ボーイズ(小杉町・太閤山)
小杉総合体育センター (富山市・五福) 《初》 (富山市・針原) (南砺市・福光町東部・中部) (富山市・山室) 上市ビッグロック(上市町・南加積小・中央小・相木)

[丹羽　誠] [木原　清志] [山本　吏] [五位尾　修] 杉っ子ドッジファイターズ(射水市・小杉)
光陽マーリンズ(富山市・光陽)

平成20年7月21日 針原パイレーツ 呉羽ドッジボールクラブ 太閤山元気ボーイズ 五福ダイヤモンドサンズ 光陽マーリンズ(富山市・光陽)
魚津市ありそドーム (富山市・針原) 《初》 (富山市・呉羽) (射水市・太閤山) (富山市・五福) あさひ野ランナーズ(朝日町・あさひ野)

[木原　清志] [橋場　文則] [串田　智之] [丹羽　誠] 福光サンダージュニア(南砺市・福光町東部、中部)
Attacks Zero1(富山市・山室)

平成21年7月19日 福光サンダージュニア 五福ダイヤモンドサンズ 太閤山元気ボーイズ 呉羽ドッジボールクラブ 光陽マーリンズ(富山市・光陽)
魚津市ありそドーム (南砺市・福光町東部・中部) 《4回》(富山市・五福) (射水市・太閤山) (富山市・呉羽) FSCフラット(富山市・速星)

(富山市・針原) [丹羽　誠] [串田　智之] [橋場　文則] あさひ野ランナーズ(朝日町・あさひ野)
[山本　吏] 上市ビッグロック(上市町・南加積､中央､相木)

平成22年7月11日 呉羽ドッジボールクラブ 五福ダイヤモンドサンズ パワーズinフラット・太閤山 光陽マーリンズ Attacks Zero1(富山市・山室)
魚津市ありそドーム (富山市・呉羽) 《初》 (富山市・五福) (富山市/宮野小_速星） (富山市・光陽) 杉っ子ドッジファイターズ(射水市・小杉)

[橋場　文則] [丹羽　誠] (射水市/太閤山） [鋪田 博紀] 福光サンダージュニア(南砺市・福光町東部､中部)
[小林 晴美] 飯野マジックス(入善町･飯野､上青)

平成23年7月10日 福光サンダージュニア Attacks Zero1 五福ダイヤモンドサンズ 上市ビックロック 針原パイレーツ(富山市・針原)
魚津市ありそドーム (南砺市・福光町東部・中部) 《5回》(富山市・山室) (富山市・五福) （上市町・南加積) 呉羽ドッジボールクラブ(富山市・呉羽)

[山本　吏] [五位尾　修] [丹羽　誠] [池田 理香] あさひスーパーファイターズ(朝日町・あさひ野,さみさと)
パワーズ(富山市､射水市・速星､太閤山)

平成24年7月8日 PowerZ 福光サンダージュニア 五福ダイヤモンドサンズ Shimozeki 杉っ子ドッジファイターズ (射水市/小杉)
魚津市ありそドーム (富山市/速星・太閤山） 《初》 (南砺市/福光東部・福光中部） (富山市/五福) （高岡市/下関) 飯野マジックス(入善町/飯野・上青)

［串田 智之］ [山本　吏] [丹羽　誠] [山本　佑香] 針原パイレーツ（富山市/針原・新庄北)
あさひスーパーファイターズ(朝日町/さみさと)

平成25年7月14日 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 あさひスーパーファイターズ 福光サンダージュニア（南砺市/福光東部・福光中部）
魚津市ありそドーム (射水市/小杉) 《2回》(富山市/針原) (富山市/五福) (朝日町/さみさと・あさひ野) Attacks　Zero1（富山市/山室）

[宗玄 清作] [木原　清志] [丹羽　誠] [飯田 真由美] 呉羽ドッジボールクラブ（富山市/呉羽）
PowerZ（富山市/太閤山・堀川・速星）

平成26年7月13日  福光サンダージュニア Attacks Zero1 あさひスーパーファイターズ 杉っ子ドッジファイターズ 五福ダイヤモンドサンズ[富山市/五福・神明・堀川・古里]
魚津市ありそドーム (福光中部/福光東部/針原/下関)《6回》(山室) (さみさと・飯野) (小杉) 大門ドッジボールクラブ[射水市/大門]

[山本　吏] [五位尾　修] [飯田 真由美] [宗玄 清作] 呉羽ドッジボールクラブ[富山市/呉羽]
光陽マーリンズ[富山市/光陽]

平成27年7月12日 呉羽ドッジボールクラブ 針原パイレーツ Attacks Zero1 五福ダイヤモンドサンズ Shimozeki[高岡市/下関・博労]
魚津市ありそドーム (富山市/呉羽) 《2回》(富山市/針原・福光) (富山市・山室) (富山市/五福・古里・神明・堀川) 大門ドッジボールクラブ[射水市/大門]

[橋場　文則] [木原　清志] [五位尾　修] [丹羽　誠] あさひスーパーファイターズ[朝日町/さみさと]
杉っ子ドッジファイターズ[射水市/小杉　富山市/光陽]

平成28年7月10日 針原パイレーツ 呉羽ドッジボールクラブ 杉っ子ドッジファイターズ Ｓｈｉｍｏｚｅｋｉ 飯野マジックス(入善町/飯野・上青)
魚津市ありそドーム (富山市/針原・山室) 《2回》(富山市/呉羽) (射水市/小杉　富山市/光陽) （高岡市/下関・博労) 福光サンダージュニア（南砺市/福光東部・南部・中部・福野・井波）

[木原　清志] [橋場　文則] [大井 孝弘] [寺岡 佑香] 五福ダイヤモンドサンズ（富山市/五福・神明・堀川・古里・付属）

大門ドッジボールクラブ（射水市/大門）
平成29年7月9日 Attacks Zero1 五福ダイヤモンドサンズ 杉っ子ドッジファイターズ 福光サンダージュニア Shimozeki（高岡市/下関・東五位）
魚津市ありそドーム (富山市/山室) 《2回》 (富山市/五福・古里・神明・堀川・付属)(射水市/小杉　富山市/光陽) (南砺市/福光中部・東部・南部・福野) あさひスーパーファイターズ（朝日町/さみさと）

[山田　絢子] [丹羽　誠] [大井 孝弘] [片岸　翔] 呉羽ドッジボールクラブ（富山市/呉羽）
飯野マジックス（入善町/飯野・上青）

平成30年7月8日 Attacks Zero1 下関福光サンダージュニア 針原パイレーツ 五福ダイヤモンドサンズ 杉っ子ドッジファイターズ(射水市/小杉・金山)
魚津市ありそドーム (富山市/山室・太田・堀川南・山室中部) 《3回》（高岡市/下関・東五位) (富山市/針原) (富山市/五福・古里・付属) 飯野マジックス(入善町/飯野・上青・桃李)

[山田　絢子] (南砺市/福光中部・福光南部・福野) [木原　清志] [丹羽　誠] 呉羽ドッジボールクラブ（富山市/呉羽）
[山本 吏] 大門ドッジボールクラブ（射水市/大門）

令和元年7月7日 針原パイレーツ 五福ダイヤモンドサンズ 杉っ子ドッジファイターズ 福光サンダージュニア 大門ドッジボールクラブ（射水市/大門）
魚津市ありそドーム (富山市/針原・利田) 《3回》 (富山市/五福・付属・広田) (射水市/小杉・金山・歌の森) 光陽マーリンズ[富山市/光陽・西田地方・堀川]

[木原　清志] [丹羽　誠] [大井 孝弘] あさひスーパーファイターズ（朝日町/さみさと）
〘全国大会中止〙 [山本 吏] 呉羽ドッジボールクラブ（富山市/呉羽）

平成5年(第3回大会)～平成20年(第18回大会)まではアルビスカップ
平成21年度(第19回大会)～BBTカップ

(南砺市/福光南部・中部・福野・下
関・東五位・津沢・星の杜・蟹谷)
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22(Jr10)

23 D1-11

17

22
D1-15
D3-4

18

28
D1-10
D3-2
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27
D1-9
D3-5

20(Jr6)21

19

26
D1-9
D3-4

25
D1-9
D3-3

24
D1-8
D3-3
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回数 開催日会場 ﾁｰﾑ数 優勝 次勝 三位 四位 ベスト８
2020年9月13日 針原パイレーツ 杉っ子ドッジファイターズ 五福ダイヤモンドサンズ 福光サンダージュニア
黒部市総合体育センター (富山市) (射水市) (富山市) (南砺市)
2020富山県ドッジボール選手権 [木原　清志] [高長　勝之] [丹羽　誠] [山本 吏]
U-10と兼ねる
2021年7月11日 Attacks Zero1 五福ダイヤモンドサンズ 光陽マーリンズ 福光サンダージュニア 予選5位 杉っ子ドッジファイターズ（射水市/小杉・歌の森・大島）

太閤山ランド 《4回》 (富山市/五福・芝園) (富山市/光陽・西田地方) 予選6位 呉羽ドッジボールクラブ（富山市/呉羽・老田）

『ふるさとパレス』 [丹羽　誠] [鋪田 博紀] 予選7位 飯野マジックス(入善町/飯野・荻生・あさひ野・入善・上青)

[山田　絢子] [山本 吏] 予選8位 大門ドッジボールクラブ（射水市/大門・歌の森）

2022年7月10日
太閤山ランド
『ふるさとパレス』

平成5年(第3回大会)～平成20年(第18回大会)まではアルビスカップ
平成21年度(第19回大会)～BBTカップ

-

30 D1-8 (富山市/太田・山室中部・蜷川・針原・利田
・堀川南・新庄北)

(南砺市/福光中部・下関・城端・津
沢・福光南部・福光東部)
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31

代替 D1-7
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