
日付 大会 先攻 得点 後攻 勝敗

練習試合（石川遠征）② 金沢合同チーム 3-9 上中島少年野球クラブ ○

H30/10/08 練習試合（石川遠征）① 上中島少年野球クラブ 4-3 宮和、川北、辰口合同チーム ○

H30/10/06 上中島少年野球クラブ 1-3 ●

太陽スポーツ杯 富山大会決勝（準優勝） 上中島少年野球クラブ 0-1 ●

H30/09/30 太陽スポーツ杯 富山大会準決勝 上中島少年野球クラブ 2-1 山室中部インディアンズ ○

H30/09/27 寺家小クラブ 14-9 上中島少年野球クラブ ●

滑川東部野球スポーツ少年団 4-1 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 6-1 神保スポーツ少年団 ○

H30/09/24 上中島少年野球クラブ 3-2 広田ベイスターズ ○

H30/09/17 太陽スポーツ杯 富山大会初戦 上中島少年野球クラブ ― 生地ラビット 不戦勝

H30/09/23 アルプスリーグレギュラー戦 上中島少年野球クラブ 4-3 立山清峰スポーツ少年団 ○

練習試合（レギュラー戦） 上中島少年野球クラブ 1-1 滑川東部野球スポーツ少年団 引き分け

練習試合（ジュニア戦） 上中島少年野球クラブ 7-5 滑川東部野球スポーツ少年団 ○

H30/09/17 アルプスリーグ ジュニアトーナメント戦 上中島少年野球クラブ 滑川西部ライオンズ ●

H30/09/09 北日本新聞社旗予選 西田地方レンジャース 0-13 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 1-2 黒部東部ファルコン ●

H30/09/02 上中島少年野球クラブ 2-1 石動埴生スターズ ○

H30/09/01 黒部名水少年野球大会初戦 上中島少年野球クラブ 7-1 ○

H30/08/26 アルプスリーグレギュラー 宮川戦 宮川スターズ・相ノ木ッズ合同チーム9-3 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 2-23 田中学童野球クラブ ●

田中学童野球クラブ 19-3 上中島少年野球クラブ ●

ゼット旗争奪少年野球大会決勝（優勝） 上中島少年野球クラブ 3-2 四方フライヤーズ ○

H30/08/25 ゼット旗争奪少年野球大会準決勝 上中島少年野球クラブ 5-3 立山清峰スポーツ少年団 ○

H30/08/19 上中島少年野球クラブ 7-4 砺波東部スポーツ少年団 ○

H30/08/18 ゼット旗争奪少年野球大会初戦 大庄マリナーズ 0-3 上中島少年野球クラブ ○

H30/08/16 北日本新聞社旗争奪県少年野球大会 上中島少年野球クラブ 3-0 牧野キッズ ○

新潟学童野球交流大会 交流戦② 上中島少年野球クラブ 10-3 ○

H30/08/14 新潟学童野球交流大会 交流戦① 上中島少年野球クラブ 0-9 白峰ジュニア ●

上中島少年野球クラブ 2-3 青山あらなみ ●

H30/08/13 新潟学童野球交流大会初戦 上中島少年野球クラブ 10-7糸魚川ジュニアベースボールクラブ ○

H30/08/12 宮川スターズ・相ノ木ッズ合同チーム10-3 上中島少年野球クラブ ●

H30/08/11 上中島少年野球クラブ 2-3 新庄ジャイアンツ ●

鵜坂スポーツ少年団 1-9 上中島少年野球クラブ ○

H30/08/05 上中島少年野球クラブ 8-9 清流野球スポーツ少年団 ●

上中島少年野球クラブ 7-8 滑川東部野球スポーツ少年団 ●

H30/08/04 アルプスリーグティーボール滑川東部戦 上中島少年野球クラブ 7-5 滑川東部野球スポーツ少年団 ○

桜井ホークス 上中島少年野球クラブ ○

H30/07/29 上中島少年野球クラブ よつば野球スポーツ少年団 ●

H30/07/28 太陽スポーツカップ初戦 上中島少年野球クラブ 砺波東部野球スポーツ少年団 ○

H30/07/22 アルプスリーグジュニア戦 上中島少年野球クラブ 2-3 滑川西部ライオンズ ●

H30/07/21 県選抜少年野球大会 上中島少年野球クラブ 0-6 ●

第3回石川歩カップ＆第15回NICE TV旗 初戦 入善西JBC

BASEBALL TEAM 道下

アルプスリーグU2

NET3ジュニア大会

太陽スポーツ杯 富山大会3回戦

太陽スポーツ杯 富山大会2回戦

黒部名水少年野球大会3回戦

黒部名水少年野球大会2回戦

大門JBC

アルプスリーグU-2ティーボール リーグ戦

アルプスリーグU-2ティーボール トーナメント戦

ゼット旗争奪少年野球大会2回戦

柏崎STARS V

新潟学童野球交流大会2回戦

アルプスリーグU-4投げ試合

チューリップTV杯準決勝

チューリップTV杯2次リーグ戦

市体2部3位決定戦

練習試合U4投げ試合

太陽スポーツカップ3位決定戦 3ー7

太陽スポーツカップ2回戦 5ー8

11ー0

MKドリームズ



H30/07/16 魚津ミラージュリーグ最終戦 上中島少年野球クラブ 3-3 引き分け

H30/07/16 上中島少年野球クラブ ●

H30/07/15 上中島少年野球クラブ 7-6 倉垣八幡ライオンズ ○

H30/07/14 アルプスリーグジュニア戦 上中島少年野球クラブ 22-1 立山清峰スポーツ少年団 ○

H30/07/14 上中島少年野球クラブ 0-3 よつば野球スポーツ少年団 ●

H30/07/08 アルプスリーグレギュラー戦 寺家小クラブ 0-7 上中島少年野球クラブ ○

H30/07/08 上中島少年野球クラブ 8-4 清流野球スポーツ少年団 ○

上中島少年野球クラブ 4-11 桜井ホークス ●

練習試合① 桜井ホークス 4-1 上中島少年野球クラブ ●

H30/07/01 上中島少年野球クラブ 0-1 よつば野球スポーツ少年団 ●

宮川スターズ・相ノ木ッズ合同チーム7-6 上中島少年野球クラブ ●

H30/06/30 アルプスリーグジュニア戦 上中島少年野球クラブ 19-1宮川スターズ・相ノ木ッズ合同チーム ○

上中島少年野球クラブ 7-3 経田野球スポーツ少年団 ○

H30/06/24 上中島少年野球クラブ 9-1 経田野球スポーツ少年団 ○

練習試合② 神保スポーツ少年団 11-2 上中島少年野球クラブ ●

練習試合① 上中島少年野球クラブ 9-5 神保スポーツ少年団 ○

H30/06/23 上中島少年野球クラブ 1-5 ●

H30/06/17 清流野球スポーツ少年団 1-8 上中島少年野球クラブ ○

H30/06/16 上中島少年野球クラブ 4-0 よつば野球スポーツ少年団 ○

練習試合② 上中島少年野球クラブ 9-6 田家イーグルス ○

練習試合① 田家イーグルス 2-1 上中島少年野球クラブ ●

H30/06/10 アルプスリーグジュニア戦 上中島少年野球クラブ 14-7 寺家．北加積合同チーム ○

H30/06/09 上中島少年野球クラブ 11-1 経田野球スポーツ少年団 ○

上中島少年野球クラブ 21-0 太田バッファローズ ○

H30/06/03 上中島少年野球クラブ 18-0 芝園レッズ ○

H30/06/02 経田野球スポーツ少年団 1-11 上中島少年野球クラブ ○

H30/05/26 シキノハイテック旗争奪少年野球大会 上中島少年野球クラブ 1-4 よつば野球スポーツ少年団 ●

H30/05/20 高円宮杯魚津予選決勝戦 上中島少年野球クラブ 0-6 ●

H30/05/13 富山県少年軟式野球大会二回戦 上中島少年野球クラブ 1-2 ●

H30/05/12 高円宮杯魚津予選一回戦 清流野球スポーツ少年団 0-9 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（石川遠征）下学年 根上学童クラブ 13-7 上中島少年野球クラブ ●

練習試合（石川遠征）② 根上学童クラブ 10-4 上中島少年野球クラブ ●

H30/05/06 練習試合（石川遠征）① 上中島少年野球クラブ 2-9 根上学童クラブ ●

練習試合（石川遠征）② 上中島少年野球クラブ 6-4 宇ノ気ブルーサンダー ○

H30/05/03 練習試合（石川遠征）① 田鶴浜クラブ 2-3 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 滑川西部ライオンズ 11-3 上中島少年野球クラブ ●

H30/04/30 富山県少年軟式野球大会初戦 上中島少年野球クラブ 9-5 滑川西部ライオンズ ○

練習試合（福井遠征）② 上中島少年野球クラブ 0-4 有終東野球スポーツ少年団 ●

H30/04/29 練習試合（福井遠征）① 立待ソルジャー 6-2 上中島少年野球クラブ ●

H30/04/28 上中島少年野球クラブ 6-1 清流野球スポーツ少年団 ○

H30/04/22 上中島少年野球クラブ 0-10 よつば野球スポーツ少年団 ●

H30/04/08 黒部市みらーれ杯 上中島少年野球クラブ 0-7 黒部中央バッファローズ ●

H30/04/01 練習試合 上中島少年野球クラブ 3-6 滑川西部ライオンズ ●

H30/04/01 アルプスリーグ初戦 上中島少年野球クラブ 5-3 滑川東部野球スポーツ少年団 ○

練習試合②（下学年） 奥田ブルーウェーブ 8-7 上中島少年野球クラブ ●

練習試合①（下学年） 上中島少年野球クラブ 6-3 奥田ブルーウェーブ ○

練習試合② 上中島少年野球クラブ 4-1 ○

H30/03/21 練習試合① 奥田ブルーウェーブ 7-0 上中島少年野球クラブ ●

練習試合② 上中島少年野球クラブ 8-2 大島フェニックス ○

H30/03/18 練習試合① 大島フェニックス 4-9 上中島少年野球クラブ ○

H30/03/11 岩瀬ドラゴンズ 12-0 上中島少年野球クラブ ●

練習試合② 上中島少年野球クラブ 5-2 ○

H30/03/10 練習試合① 1-7 上中島少年野球クラブ ○

練習試合② 上市中央ベースボールクラブ 7-9 上中島少年野球クラブ ○

H30/03/04 練習試合① 新庄ジャイアンツ 7-7 上中島少年野球クラブ 引き分け

BASEBALL TEAM 道下

市体3部決勝戦 BASEBALL TEAM 道下 12ー4

チューリップTV杯第2ステージ

魚津市ミラージュリーグ2次

魚津市ミラージュリーグ2次

練習試合②2部戦

魚津市民体育大会の2部戦

練習試合（4年生以下ティーボール）

練習試合①2部

第38回ミラージュリーグ戦1次リーグ五回戦

第38回ミラージュリーグ戦1次リーグ四回戦 BASEBALL TEAM 道下

第38回ミラージュリーグ戦1次リーグ三回戦

第38回ミラージュリーグ戦1次リーグ二回戦

市体1部兼シキノハイテック杯3位決定戦

チューリップTV杯少年野球大会二回戦

チューリップTV杯少年野球大会一回戦

第38回ミラージュリーグ戦1次リーグ一回戦

BASEBALL TEAM 道下

水橋JBC27s

第35回若虎旗争奪大会三位決定戦

第35回若虎旗争奪大会初戦

立山JBC

ビッグエッグ1回戦

水橋JBC27s

水橋JBC27s



H30/03/03 練習試合 生地ラビット 7-2 上中島少年野球クラブ ●

練習試合（岐阜遠征）② 温知野球 7-1 上中島少年野球クラブ ●

H30/02/25 練習試合（岐阜遠征）① 上中島少年野球クラブ 1-0 穂積野球スポーツ少年団 ○

練習試合（岐阜遠征）② 穂積野球スポーツ少年団 2-6 上中島少年野球クラブ ○

H30/02/24 練習試合（岐阜遠征）① 上中島少年野球クラブ 0-3 島バンビ ●



日付 大会 先攻 得点 後攻 勝敗

H29/12/3 練習試合（新チーム） 生地ラビット 4-0 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 2-9 生地ラビット ●

H29/12/2 練習試合（新チーム） 荻生ジャガーズ 2-0 上中島少年野球クラブ ●

広田ベイスターズ 0-0 上中島少年野球クラブ 引き分け

H29/11/26 太閤山少年野球クラブ 5-1 上中島少年野球クラブ 特延負け

大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ二回戦

H29/11/25 上中島少年野球クラブ 1-0 滑川東部野球スポーツ少年団 ○

大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ一回戦

H29/11/12 経田野球スポーツ少年団 2-8 上中島少年野球クラブ ○

三位決定戦

練習試合 本江野球スポーツ少年団 5-2 上中島少年野球クラブ ●

練習試合（下学年） 本江野球スポーツ少年団 9-25 上中島少年野球クラブ ○

H29/11/4 練習試合（ジュニア福井遠征） 上中島少年野球クラブ 12-3 金津ファイヤーキッズ ○

H29/11/3 国高ビクトリーボーイズ 16-3 上中島少年野球クラブ ●

4-4 上中島少年野球クラブ 抽選勝ち

練習試合 上中島少年野球クラブ 3-2 生地ラビット ○

生地ラビット 3-1 上中島少年野球クラブ ●

H29/10/28 練習試合 山室中部インディアンズ 1-2 上中島少年野球クラブ ○

広田ベイスターズ 5-2 上中島少年野球クラブ ●

H29/10/21 練習試合 水橋少年野球クラブ 0-0 上中島少年野球クラブ 引き分け

上中島少年野球クラブ 4-5 水橋少年野球クラブ ●

H29/10/15 練習試合（石川遠征） 富陽学童野球クラブ 5-1 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 5-5 富陽学童野球クラブ 引き分け

立山清峰 11-2 上中島少年野球クラブ ●

H29/10/14 かほく市学童招待野球大会 上中島少年野球クラブ 2-3 志賀学童野球クラブ ●

練習試合（ジュニア） 上中島少年野球クラブ 6-4 熊野メッツ ○

上中島少年野球クラブ 0-5 水橋少年野球クラブ ●

H29/10/9 大島フェニックス 7-0 上中島少年野球クラブ ●

争奪少年野球大会決勝戦（準優勝）

0-4 上中島少年野球クラブ ○

争奪少年野球大会準決勝戦

H29/10/8 上中島少年野球クラブ 1-0 滑川東部野球スポーツ少年団 ○

争奪少年野球大会二回戦

上中島少年野球クラブ 0-2 月岡ツインズ ●

H29/10/7 桜井ホークス 0-3 上中島少年野球クラブ ○

争奪少年野球大会一回戦

宮川スターズ 1-2 上中島少年野球クラブ ○

H29/9/24 上中島少年野球クラブ 1-5 堀川ブルージェイズ ●

宮野スポーツ少年団 2-6 上中島少年野球クラブ ○

H29/9/23 上中島少年野球クラブ 1-0 ○

第14回北日本新聞社旗争奪富山県少年野球

第14回北日本新聞社旗争奪富山県少年野球

第37回会長杯争奪秋季大会（新人戦）

第5回CHUNANカップﾟ有終東親善野球大会

1日目（ジュニア福井遠征） T-REXS勝山

2017アルプスリーグジュニア戦準決勝

第2回石川歩カップ＆第14回NICE TV旗

第2回石川歩カップ＆第14回NICE TV旗 立山JBC

第2回石川歩カップ＆第14回NICE TV旗

第11回ポップアスリートカップ富山大会四回戦

第2回石川歩カップ＆第14回NICE TV旗

2017アルプスリーグジュニア戦二回戦

第14回太陽スポーツ杯野球交流大会三回戦

第14回太陽スポーツ杯野球交流大会二回戦

第14回太陽スポーツ杯野球交流大会一回戦 杉原・山田JBC



H29/9/18 太閤山少年野球クラブ 0-1 上中島少年野球クラブ ○

H29/9/17 10-5 上中島少年野球クラブ ●

練習試合 上中島少年野球クラブ 0-4 ●

2-2 上中島少年野球クラブ 引き分け

H29/9/10 滑川東部野球スポーツ少年団 1-3 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 北加積ホークス 0-8 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 北加積ホークス 11-12 上中島少年野球クラブ ○

H29/9/9 練習試合 上中島少年野球クラブ 2-7 荻生ジャガーズ ●

練習試合（下学年） 荻生ジャガーズ 8-1 上中島少年野球クラブ ●

H29/9/3 豊田スワローズ 2-3 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 上中島少年野球クラブ 8-3 豊田スワローズ ○

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 3-1 豊田スワローズ ○

H29/9/2 滑川西部ライオンズ 6-1 上中島少年野球クラブ ●

H29/8/27 練習試合 上中島少年野球クラブ 2-1 野洲キッドスポーツ少年団 ○

野洲キッドスポーツ少年団 1-1 上中島少年野球クラブ 引き分け

練習試合 上中島少年野球クラブ 0-0 新庄ジャイアンツ 引き分け

H29/8/26 大島フェニックス 1-4 上中島少年野球クラブ ○

八尾ダイナマイツ 1-4 上中島少年野球クラブ ○

H29/8/20 上中島少年野球クラブ 8-1 立山清峰スポーツ少年団 ○

上中島少年野球クラブ 6-1 戸出西部サンダース ○

H29/8/19 神保スポーツ少年団 0-7 上中島少年野球クラブ ○

H29/8/12 田家イーグルス 0-3 上中島少年野球クラブ ○

H29/8/11 新庄北イーグルス 1-8 上中島少年野球クラブ ○

H29/8/5 桜井ホークス 3-2 上中島少年野球クラブ ●

H29/7/30 上中島少年野球クラブ 7-3 温品ﾔﾝｸﾞｳﾙﾌｸﾗﾌﾞ（広島県） ○

H29/7/29 大住クラブ（京都府） 5-2 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 3-19 生地ラビット ●

H29/7/22 富陽学童野球クラブ 2-5 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 上中島少年野球クラブ 1-5 富陽学童野球クラブ ●

H29/7/17 清流野球スポーツ少年団 2-4 上中島少年野球クラブ ○

清流野球スポーツ少年団 0-8 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 戸出東部ハンターズ 0-4 上中島少年野球クラブ ○

H29/7/16 上中島少年野球クラブ 2-4 本江野球スポーツ少年団 ●

練習試合（下学年） 本江野球スポーツ少年団 0-13 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 能町ユニオンパワーズ 0-4 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 5-1 能町ユニオンパワーズ ○

H29/7/15 本江野球スポーツ少年団 6-4 上中島少年野球クラブ ●

H29/7/9 4-3 上中島少年野球クラブ ●

練習試合 水橋少年野球クラブ 5-1 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 0-1 水橋少年野球クラブ ●

H29/7/8 経田野球スポーツ少年団 3-9 上中島少年野球クラブ ○

経田野球スポーツ少年団 13-12 上中島少年野球クラブ ●

練習試合 上滝ジュニアエンゼルス 2-9 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 6-6 上滝ジュニアエンゼルス 引き分け

H29/7/2 練習試合 神保スポーツ少年団 6-7 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 4-1 神保スポーツ少年団 ○

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 8-3 ○

H29/6/24 上中島少年野球クラブ 0-1 神明パイレーツ ●

練習試合（下学年） 光陽アスレチックス 26-9 上中島少年野球クラブ ●

H29/6/18 2-2 上中島少年野球クラブ 引き分け

練習試合（下学年） 4-5 上中島少年野球クラブ ○

H29/6/17 練習試合 上中島少年野球クラブ 5-2 片口スポーツ少年団 ○

大島フェニックス 7-4 上中島少年野球クラブ ●

大島フェニックス 4-15 上中島少年野球クラブ ○

H29/6/11 練習試合 上中島少年野球クラブ 3-1 桜井ホークス ○

第11回ポップアスリートカップ富山大会三回戦

第1回net3争奪大会一回戦（ジュニア） 立山JBC

立山JBC

立山JBC

2017アルプスリーグジュニア戦一回戦

第14回北日本新聞社旗争奪野球大会予選

2017アルプスリーグU4投げトーナメント決勝

練習試合（U5）

第11回ゼット旗争奪少年野球大会決勝（優勝）

第11回ゼット旗争奪少年野球大会準決勝

第11回ゼット旗争奪少年野球大会3回戦

第11回ゼット旗争奪少年野球大会2回戦

第11回ゼット旗争奪少年野球大会１回戦

第11回ポップアスリートカップ富山大会二回戦

第11回ポップアスリートカップ富山大会一回戦

第30回ろうきん旗争奪富山県大会一回戦

第7回岩崎弥太郎杯交流大会

第7回坂本龍馬旗争奪西日本野球大会一回戦

第15回太陽スポーツ杯学童野球交流大会

第14回北日本新聞社旗争奪大会予選リーグ

第37回ミラージュリーグ戦2次リーグ四回戦

第66回市民体育大会　2部戦

第37回ミラージュリーグ戦2次リーグ三回戦

第66回市民体育大会　2部戦

第37回ミラージュリーグ戦2次リーグ二回戦 BASEBALL TEAM 道下

第37回ミラージュリーグ戦2次リーグ一回戦

第66回市民体育大会　3部戦

舟橋・立山JBC

第27回富山県スポ少　軟式野球大会一回戦

第37回ミラージュリーグ戦1次リーグ四回戦 BASEBALL TEAM 道下

上市中央BBC

練習試合（2部戦）



桜井ホークス 1-3 上中島少年野球クラブ ○

H29/6/10 本江野球スポーツ少年団 1-1 上中島少年野球クラブ 引き分け

H29/6/4 富山県少年軟式野球大会 三位決定戦 芝園レッズ 3-6 上中島少年野球クラブ ○

経田野球スポーツ少年団 0-7 上中島少年野球クラブ ○

H29/6/3 清流野球スポーツ少年団 4-2 上中島少年野球クラブ ●

H29/5/27 練習試合 豊田スワローズ 3-2 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 6-6 豊田スワローズ 引き分け

H29/5/23 富山県少年軟式野球大会 予選 上中島少年野球クラブ 0-1 滑川東部野球スポーツ少年団 ●

H29/5/20 ｼｷﾉﾊｲﾃｯｸ旗・市体一部兼全国ｽﾎﾟ少 決勝戦 上中島少年野球クラブ 8-0 本江野球スポーツ少年団 ○

ｼｷﾉﾊｲﾃｯｸ旗・市体一部兼全国ｽﾎﾟ少 準決勝戦 2-5 上中島少年野球クラブ ○

H29/5/14 ｼｷﾉﾊｲﾃｯｸ旗・市体一部兼全国ｽﾎﾟ少一回戦 上中島少年野球クラブ 8-0 清流野球スポーツ少年団 ○

H29/5/7 上中島少年野球クラブ 2-2 抽選負け

H29/5/4 練習試合（石川遠征） 田鶴浜クラブ 9-15 上中島少年野球クラブ ○

宇ノ気ブルーサンダー 2-3 上中島少年野球クラブ ○

H29/5/3 練習試合 1-2 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 14-1 ○

H29/4/30 練習試合 上中島少年野球クラブ 13-10 田家イーグルス ○

上中島少年野球クラブ 8-4 ○

練習試合（下学年） 奥田ブルーウェーブ 11-9 上中島少年野球クラブ ●

H29/4/23 練習試合 荻生ジャガーズ 0-0 上中島少年野球クラブ 引き分け

荻生ジャガーズ 2-12 上中島少年野球クラブ ○

H29/4/22 上中島少年野球クラブ 4-3 ○

練習試合 東明ボーイズ 0-6 上中島少年野球クラブ ○

H29/4/16 清流野球スポーツ少年団 0-10 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 神明パイレーツ 1-3 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 5-6 神明パイレーツ ●

練習試合（下学年） 清流野球スポーツ少年団 9-4 上中島少年野球クラブ ●

H29/4/15 本江野球スポーツ少年団 0-4 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 上中島少年野球クラブ 9-3 新庄ジャイアンツ ○

新庄ジャイアンツ 1-1 上中島少年野球クラブ 引き分け

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 8-1 本江野球スポーツ少年団 ○

H29/4/9 練習試合（石川遠征） 根上学童野球クラブ 5-6 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 10-3 志比スポーツ少年団 ○

練習試合（石川遠征）下学年 根上学童野球クラブ 5-6 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 2-5 根上学童野球クラブ ●

H29/4/8 練習試合 水橋少年野球クラブ 8-3 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 1-7 水橋少年野球クラブ ●

H29/4/2 練習試合 滑川東部野球スポーツ少年団 7-8 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 滑川東部野球スポーツ少年団 7-6 上中島少年野球クラブ ●

H29/4/1 練習試合 上中島少年野球クラブ 2-5 堀川ブルージェイズ ●

堀川ブルージェイズ 7-1 上中島少年野球クラブ ●

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 5-17 奥田ブルーウェーブ ●

H29/3/26 今庄ウィングス 1-3 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 5-1 片山津少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 13-2 上中島少年野球クラブ ●

H29/3/25 高松ヤンチャーズ 5-1 上中島少年野球クラブ ●

植田ファイターズ 5-1 上中島少年野球クラブ ●

H29/3/20 練習試合 8-10 上中島少年野球クラブ ○

熊野メッツ 2-6 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 水橋少年野球クラブ 12-16 上中島少年野球クラブ ○

H29/3/19 練習試合 広田ベイスターズ 6-3 上中島少年野球クラブ ●

大庄マリナーズ 3-5 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 熊野メッツ 7-6 上中島少年野球クラブ ●

H29/3/18 練習試合 四方フライヤーズ 3-6 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 0-10 山室マリナーズ ●

第37回ミラージュリーグ戦1次リーグ三回戦

第37回ミラージュリーグ戦1次リーグ二回戦

第37回ミラージュリーグ戦1次リーグ一回戦

BASEBALL TEAM 道下

第44回高円宮賜杯学童市予選大会一回戦 BASEBALL TEAM 道下

MKドリームズ

MKドリームズ

立山JBC

練習試合（2部戦）

第34回若虎旗争奪大会 決勝戦（優勝） BASEBALL TEAM 道下

第34回若虎旗争奪大会 2回戦

第34回若虎旗争奪大会 1回戦

第18回星輝旗争奪選抜学童野球大会　2日目

上市中央BBC

第18回星輝旗争奪選抜学童野球大会　1日目

立山JBC



H29/3/12 練習試合 生地ラビット 2-1 上中島少年野球クラブ ●

神保スポーツ少年団 5-5 上中島少年野球クラブ 引き分け

H29/3/11 奥田ブルーウェーブ 3-0 上中島少年野球クラブ ●

練習試合 山室中部インディアンズ 0-5 上中島少年野球クラブ ○

山室中部インディアンズ 9-9 上中島少年野球クラブ 引き分け

H29/3/5 練習試合 大広田ホークス 2-9 上中島少年野球クラブ ○

練習試合 上中島少年野球クラブ 30-5 大広田ホークス ○

H29/3/4 奥田北タイガース 1-3 上中島少年野球クラブ ○

H29/2/26 練習試合（滋賀遠征） 上中島少年野球クラブ 4-0 堅田スポーツ少年団 ○

堅田スポーツ少年団 0-5 上中島少年野球クラブ ○

H29/2/18 練習試合（岐阜遠征） 上中島少年野球クラブ 6-3 穂積野球スポーツ少年団 ○

上中島少年野球クラブ 1-2 穂積野球スポーツ少年団 ●

ビッグエッグ　2回戦

ビッグエッグ　1回戦











日付 大会 先攻 得点 後攻 勝敗

H28/12/23 練習試合 堀川ブルージェイズ 10-2 上中島少年野球クラブ ●

H28/12/4 練習試合 大島フェニックス 2-0 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 6-5 大島フェニックス ○

H28/12/3 練習試合 上中島少年野球クラブ 1-4 立山清峰 ●

立山清峰 4-5 上中島少年野球クラブ ○

H28/11/26 練習試合 生地ラビット 2-5 上中島少年野球クラブ ○

H28/11/20 練習試合 荻生ジャガーズ 4-2 上中島少年野球クラブ ●

北加積ホークス 2-8 上中島少年野球クラブ ○

荻生ジャガーズ 4-2 上中島少年野球クラブ ●

H28/11/13 上中島少年野球クラブ 4-0 金津ファイヤーキッズ ○

エバービクトリアス三国北 7-4 上中島少年野球クラブ ●

H28/11/12 岡本ハッピーズ 3-1 上中島少年野球クラブ ●

上庄野球スポーツ少年団 1-9 上中島少年野球クラブ ○

H28/11/6 練習試合（１部戦） 呉羽レッドソックス 0-1 上中島少年野球クラブ ○

呉羽レッドソックス 2-0 上中島少年野球クラブ ●

H28/11/5 上中島少年野球クラブ 0-1 津沢野球スポーツ少年団 ●

清流野球スポーツ少年団 4-3 上中島少年野球クラブ ●

H28/11/3 練習試合（１部戦） 山室中部インディアンズ 5-4 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 1-4 山室中部インディアンズ ●

清流野球スポーツ少年団 12-5 上中島少年野球クラブ ●

H28/10/30 3-0 上中島少年野球クラブ ●

練習試合 生地ラビット 3-1 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 1-7 生地ラビット ●

H28/10/23 練習試合 田家イーグルス 1-3 上中島少年野球クラブ ○

上滝ジュニアエンゼルス 4-1 上中島少年野球クラブ ●

H28/10/22 練習試合 上中島少年野球クラブ 2-4 石田マリーンズ ●

作道少年野球クラブ 5-7 上中島少年野球クラブ ○

鵜坂スポーツ少年団 5-5 上中島少年野球クラブ 引き分け

H28/10/16 上中島少年野球クラブ 0-9 桜井ホークス ●

桜井ホークス 3-1 上中島少年野球クラブ ●

練習試合（ジュニア戦） 桜井ホークス 6-2 上中島少年野球クラブ ●

H28/10/15 桜井ホークス 0-1 上中島少年野球クラブ ○

争奪少年野球大会決勝（祝優勝）

泊サンフラワーズ 0-5 上中島少年野球クラブ ○

争奪少年野球大会準決勝

H28/10/10 練習試合（１部戦） 滑川東部野球スポーツ少年団 10-1 上中島少年野球クラブ ●

滑川東部野球スポーツ少年団 4-5 上中島少年野球クラブ ○

H28/10/10 上中島少年野球クラブ 6-1 滑川西部ライオンズ ○

争奪少年野球大会準々決勝

H28/10/9 田中学童野球クラブ 7-0 上中島少年野球クラブ ○

H28/10/1 練習試合（１部戦） 高岡ドリームス 4-0 上中島少年野球クラブ ●

高岡ドリームス 1-1 上中島少年野球クラブ 引き分け

H28/9/25 高松ヤンチャーズ 1-7 上中島少年野球クラブ ○

高松ヤンチャーズ 12-6 上中島少年野球クラブ ●

H28/9/22 練習試合（１部戦） 上中島少年野球クラブ 0-7 水橋少年野球クラブ ●

水橋少年野球クラブ 4-0 上中島少年野球クラブ ●

H28/9/4 練習試合（１部戦） 能町ユニオンパワーズ 3-3 上中島少年野球クラブ 引き分け

平成28年度試合結果

第4回CHUNANカップﾟ有終東親善野球大会

2日目（福井遠征）

第4回CHUNANカップﾟ有終東親善野球大会

1日目（福井遠征）

練習試合（2部戦）

第13回北日本新聞社旗争奪県決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

第36回会長杯争奪秋季大会（新人戦・りす）

練習試合（2部戦）

練習試合（2部戦）

第36回会長杯争奪秋季大会（新人戦・くま） BASEBALL TEAM 道下

練習試合（2部戦）

練習試合（2部戦）

第1回石川歩カップ＆第13回NICE TV旗

第1回石川歩カップ＆第13回NICE TV旗

　　　　　　（2部戦）

第1回石川歩カップ＆第13回NICE TV旗

第1回石川歩カップ＆第13回NICE TV旗

争奪少年野球大会1回戦

練習試合（石川遠征）1部戦

                          　 2部戦

　　　　　　（2部戦）



能町ユニオンパワーズ 5-1 上中島少年野球クラブ ●

　　　　　　（１部戦） 能町ユニオンパワーズ 6-4 上中島少年野球クラブ ●

H28/9/4 上中島少年野球クラブ 1-2 石田マリーンズ ●

H28/9/3 奥田ブルーウェーブ 3-6 上中島少年野球クラブ ○

あさひ野ファイターズ 0-7 上中島少年野球クラブ ○

H28/8/28 2-8 上中島少年野球クラブ ○

H28/8/21 上中島少年野球クラブ 2-11 大庄マリナーズ ●

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 3-4 ●

上中島少年野球クラブ 5-5 熊野メッツ 引き分け

H28/8/20 ゼット旗争奪少年野球大会１回戦 上中島少年野球クラブ 16-2 利田ボンバーズ ○

H28/8/16 練習試合（石川遠征） 根上学童クラブ 8-7 上中島少年野球クラブ ●

H28/8/11 八尾ダイナマイツ 1-2 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 3-2 窪スポーツ少年団 ○

H28/8/7 上中島少年野球クラブ 0-2 水橋少年野球クラブ ●

庄川野球スポーツ少年団 4-7 上中島少年野球クラブ ○

H28/8/6 窪スポーツ少年団 0-9 上中島少年野球クラブ ○

H28/7/30 9-5 上中島少年野球クラブ ●

H28/7/24 練習試合（１部戦） 月岡ツｲンズ 4-1 上中島少年野球クラブ ●

練習試合（２部戦） 月岡ツインズ 3-3 上中島少年野球クラブ 引き分け

H28/7/23 練習試合（１部戦） 上中島少年野球クラブ 2-4 蜷川カープ ●

H28/7/18 ミラージュ２次リーグ決勝戦 上中島少年野球クラブ 0-9 ●

練習試合（１部戦） 光陽アスレチックス 7-5 上中島少年野球クラブ ●

H28/7/17 清流野球スポーツ少年団 0-1 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（１部戦） 9-6 上中島少年野球クラブ ●

H28/7/16 ミラージュ２次リーグ三回戦 経田野球スポーツ少年団 5-9 上中島少年野球クラブ ○

H28/7/10 練習試合（１部戦） 滑川西部ライオンズ 1-12 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（２部戦） 上中島少年野球クラブ 3-11 滑川西部ライオンズ ●

H28/7/2 上中島少年野球クラブ 17-2 本江野球スポーツ少年団 ○

H28/6/25 練習試合（１部戦） 桜井ホークス 2-0 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 4-6 桜井ホークス ●

練習試合（２部戦） 上中島少年野球クラブ 6-7 桜井ホークス ●

桜井ホークス 10-5 上中島少年野球クラブ ●

H28/6/19 練習試合（２部戦） 北加積ホークス 0-6 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（１部戦） 上中島少年野球クラブ 0-8 北加積ホークス ●

H28/6/19 ミラージュ２次リーグ二回戦 清流野球スポーツ少年団 2-9 上中島少年野球クラブ ○

H28/6/18 ミラージュ２次リーグ一回戦 本江野球スポーツ少年団 5-6 上中島少年野球クラブ ○

H28/6/12 練習試合 生地ラビット 1-4 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 8-4 四方フライヤーズ ○

H28/6/11 ミラージュリーグ最終戦 8-3 上中島少年野球クラブ ●

H28/6/5 ｼｷﾉﾊｲﾃｯｸ旗・市体一部兼全国ｽﾎﾟ少市決勝 上中島少年野球クラブ 10-3 ●

H28/6/4 戸出東部ハンターズ 14-8 上中島少年野球クラブ ●

H28/5/29 練習試合 上中島少年野球クラブ 6-4 滑川西部ライオンズ ○

H28/5/28 ｼｷﾉﾊｲﾃｯｸ旗・市体一部兼全国ｽﾎﾟ少市予選 上中島少年野球クラブ 5-4 本江野球スポーツ少年団 ○

H28/5/22 ミラージュリーグ三回戦 経田野球スポーツ少年団 1-8 上中島少年野球クラブ ○

H28/5/21 ミラージュリーグ二回戦 上中島少年野球クラブ 5-0 本江野球スポーツ少年団 ○

H28/5/15 ミラージュリーグ一回戦 清流野球スポーツ少年団 1-10 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 清流野球スポーツ少年団 18-9 上中島少年野球クラブ ●

H28/5/14 0-5 上中島少年野球クラブ ○

H28/5/8 上中島少年野球クラブ 10-0 清流野球スポーツ少年団 ○

練習試合 滑川東部野球スポーツ少年団 2-9 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 5-0 滑川東部野球スポーツ少年団 ○

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 20-0 滑川東部野球スポーツ少年団 ○

H28/5/7 上中島少年野球クラブ 9-4 本江野球スポーツ少年団 ○

H28/5/5 練習試合 上中島少年野球クラブ 7-8 宇ノ気ブルーサンダー ●

宇ノ気ブルーサンダー 0-3 上中島少年野球クラブ ○

　　　　　　（2部戦）

第20回黒部名水少年野球交流大会準決勝

第20回黒部名水少年野球交流大会準々決勝

第20回黒部名水少年野球交流大会1回戦

第3回＠スポ天少年野球大会1回戦 上市中央BBC

ゼット旗争奪少年野球大会2回戦

上市中央BBC

第13回北日本新聞社旗争奪野球大会予選

第21回マクドナルド学童野球県大会準決勝

第21回マクドナルド学童野球県大会準々決勝

第21回マクドナルド学童野球県大会一回戦

第14回太陽スポーツ杯学童野球交流大会 立山JBC

BASEBALL TEAM 道下

第65回市民体育大会　2部決勝戦(祝優勝)

立山JBC

第65回市民体育大会　2部戦

BASEBALL TEAM 道下

BASEBALL TEAM 道下

第36回高円宮全日本学童軟式野球県大会

第43回高円宮学童市予選大会決勝(祝優勝) BASEBALL TEAM 道下

第43回高円宮学童市予選大会準決勝

第43回高円宮学童市予選大会一回戦



練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 12-12 宇ノ気ブルーサンダー 引き分け

上中島少年野球クラブ 17-2 宇ノ気ブルーサンダー ○

H28/5/4 練習試合（石川遠征） 上中島少年野球クラブ 4-3 七塚アカシア ○

七塚アカシア 6-0 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 七塚アカシア 8-9 上中島少年野球クラブ ○

上中島少年野球クラブ 9-14 七塚アカシア ●

H28/5/3 練習試合（石川遠征） 上中島少年野球クラブ 1-7 志賀学童野球クラブ ●

志賀学童野球クラブ 6-0 上中島少年野球クラブ ●

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 13-2 志賀学童野球クラブ ○

志賀学童野球クラブ 24-12 上中島少年野球クラブ ●

H28/5/1 練習試合 石田マリーンズ 6-1 上中島少年野球クラブ ●

6-5 上中島少年野球クラブ ●

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 4-7 桜井ホークス ●

25-0 上中島少年野球クラブ ●

H28/4/30 練習試合 上中島少年野球クラブ 3-0 ○

4-13 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 奥田ブルーウェーブ 14-3 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 7-16 奥田ブルーウェーブ ●

H28/4/29 練習試合 上中島少年野球クラブ 11-4 田家イーグルス ○

庄東スポーツ少年団野球部 2-3 上中島少年野球クラブ ○

H28/4/24 16-6 上中島少年野球クラブ ●

H28/4/23 上中島少年野球クラブ 9-1 本江野球スポーツ少年団 ○

H28/4/16 経田野球スポーツ少年団 0-7 上中島少年野球クラブ ○

H28/4/10 練習試合（石川遠征） 志比スポーツ少年野球クラブ 0-10 上中島少年野球クラブ ○

根上学童クラブ 7-2 上中島少年野球クラブ ●

H28/4/9 練習試合 新庄ジャイアンツ 6-1 上中島少年野球クラブ ●

H28/4/3 練習試合（福井遠征） 立待ソルジャーズ 3-0 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 2-3 有終東野球スポーツ少年団 ●

有終東野球スポーツ少年団 1-0 上中島少年野球クラブ ●

H28/4/2 練習試合 東明ボーイズ 3-1 上中島少年野球クラブ ●

上中島少年野球クラブ 東名ボーイズ ○

H28/3/27 川北町学童野球クラブ 4-5 上中島少年野球クラブ ○

羽咋クラブ 5-4 上中島少年野球クラブ ●

H28/3/26 英田パワフルズ 0-3 上中島少年野球クラブ ○

館野学童野球クラブ 2-1 上中島少年野球クラブ ●

H28/3/21 ビッグエッグ　準決勝 水橋少年野球クラブ 9-4 上中島少年野球クラブ ●

H28/3/20 ビッグエッグ　準々決勝 大庄マリナーズ 4-5 上中島少年野球クラブ ○

H28/3/13 呉羽レッドソックス 0-10 上中島少年野球クラブ ○

H28/3/12 鵜坂スポーツ少年団 0-3 上中島少年野球クラブ ○

H28/3/5 上中島少年野球クラブ 4-3 光陽アスレチックス ○

H28/2/28 練習試合（滋賀遠征） 上中島少年野球クラブ 4-3 三津浜スポーツ少年団 ○

三津浜スポーツ少年団 2-4 上中島少年野球クラブ ○

練習試合（下学年） 上中島少年野球クラブ 12-0 月岡 ○

上中島少年野球クラブ 6-2 上市中央 ○

H28/2/20 練習試合 上中島少年野球クラブ 5-0 大島フェニックス ○

大島フェニックス 5-5 上中島少年野球クラブ 引き分け

H28/2/13 練習試合 黒部東部ファルコンズ 3-5 上中島少年野球クラブ ○

飯野シャークス 12-4 上中島少年野球クラブ ●

H28/2/11 練習試合（岐阜遠征） 上中島少年野球クラブ 3-3 穂積野球スポーツ少年団 引き分け

穂積野球スポーツ少年団 2-0 上中島少年野球クラブ ●

立山JBC

立山JBC

上市中央BBC

上市中央BBC

第33回若虎旗争奪決勝戦 BASEBALL TEAM 道下

第33回若虎旗争奪2回戦

第33回若虎旗争奪1回戦

11－1

第17回星輝旗争奪選抜学童野球大会　2日目

第17回星輝旗争奪選抜学童野球大会　1日目

ビッグエッグ　3回戦

ビッグエッグ　2回戦

ビッグエッグ　1回戦



日付 大会 先攻 得点 後攻 勝敗

H27/12/13 ファイナルバトル 前沢タイガース 2-1 上中島・松倉 ●

立山タイガース 5-7 上中島・松倉 ○

H27/12/12 会長杯争奪魚津市大会 0-8 道下 ●

H27/11/29 練習試合 KMS 1-1 宇ノ気ブルーサンダー 引き分け

KMS 7-4 粟ヶ崎クラブ ○

H27/11/23 練習試合 田家イーグルス 4-2 KMS ●

H27/11/22 練習試合 上中島・松倉 1-0 黒部東部ファルコンズ ○

上中島・松倉（三部） 1-13 黒部東部ファルコンズ ●

黒部東部ファルコンズ 5-4 上中島・松倉 ●

北日本新聞社旗争奪少年野球大会 荻生ジャガーズ 6-4 上中島・松倉 ●

H27/11/7 北日本新聞社旗争奪少年野球大会 下関キングス 1-8 上中島・松倉 ○

H27/10/31 練習試合 上中島・松倉 山室インディアンズ ○

会長杯争奪魚津市大会 経田 ○

清流 ○

本江・ミラージュ ○

道下 ●

H27/10/25 練習試合 上中島・松倉 呉羽レッドソックス ○

上中島・松倉（二部） 呉羽レッドソックス ○

呉羽レッドソックス 上中島・松倉（三部） ●

H27/10/24 練習試合 立山タイガース 上中島・松倉 ○

上中島・松倉 立山タイガース ○

H27/10/18 上中島・松倉 ○

上中島・松倉 ●

H27/10/11 上中島・松倉 作道少年野球クラブ ●

上中島・松倉 本江 ●

H27/10/10 経田 上中島・松倉 ○

H27/10/3 練習試合 上中島・松倉 黒部中央バッファローズ ○

H27/9/27 練習試合 北加積ホークス 8-8 引き分け

北加積ホークス 5-2 上中島・松倉 ●

滑川東部スポーツ少年団 28-0 ●

4-6 北加積ホークス ●

H27/9/20 上中島・松倉 6-3 堀岡スポーツ少年団 ○

H27/9/19 上中島・松倉 12-1 歌の森クラブ ○

H27/9/5 スポ天野球大会準決勝 四方フライヤーズ 6-0 上中島・松倉 ●

H27/8/29 上中島・松倉 11-4 八幡少年野球クラブ ○

ゼット旗争奪少年野球大会準々決勝 鵜坂スポーツ少年団 5-2 上中島・松倉 ●

H27/8/23 ゼット旗争奪少年野球大会１回戦 伏木太田ヤングドリームス 上中島・松倉 ○

H27/8/15 光陽アスレチックス 上中島・松倉 ○

荻浦フィリーズ 上中島・松倉 ○

H27/8/8 練習試合 上中島・松倉 田家イーグルス ●

神保スポーツ少年団 上中島・松倉 引き分け

二部戦 上中島・松倉 神保スポーツ少年団 ○

H27/8/2 岩崎弥太郎杯交流大会 第四スラッガーズ 上中島・松倉 ●

龍馬旗争奪西日本野球大会 志度野球スポーツ少年団 上中島・松倉 ●

H27/7/26 北日本新聞社旗争奪少年野球大会予選 福野野球スポーツ少年団 上中島・松倉 ○

平成27年度試合結果

上中島・松倉A

Ｈ27/11/14

6－2

3－9 上中島・松倉A

上中島・松倉B 7－4

0－2 上中島・松倉A

11－1 上中島・松倉B

6－2

2－1

11－2

1－2

8－4

練習試合（2部） 2－0 ミラージュJBC

　　〃　　（1部） ミラージュJBC 3－2

ナイスTV旗争奪少年野球大会準決勝 0－6

ナイスTV旗争奪少年野球大会三位決定戦 0－1

ナイスTV旗争奪少年野球大会2回戦 2－3

4－3

KMS（４年以下）

KMS（４年以下）

KMS(５年以下）

射水ケーブル旗争奪少年野球大会2回戦

射水ケーブル旗争奪少年野球大会1回戦

ゼット旗争奪少年野球大会2回戦

0－4

スポ天野球大会1回戦 1－8

スポ天野球大会2回戦 1－6

2－3

1－1

8－0

6－2

H27/8/１ 6－1

5－6



上中島・松倉 四方フライヤーズ ○

H27/7/20 荻生ジャガーズ 上中島・松倉 ●

H27/7/12 練習試合 上中島・松倉 8-2 飯野シャークス ○

光陽アスレチックス 17-4 ●

光陽アスレチックス 1-4 上中島・松倉 ○

光陽アスレチックス 17-1 ●

黒部中央 11-4 ●

H27/7/11 ミラージュリーグ順位決定戦 上中島・松倉 ○

住吉 上中島・松倉 ○

H27/7/5 28-2 KMS(B)

H27/7/4 6-0 経田 ○

本江ﾐﾗｰｼﾞｭ 0-13 KMS(B) ●

1-2 道下 ●

H27/6/27 練習試合 上中島・松倉 石田マリーンズ ●

石田マリーンズ ●

H27/6/21 ミラージュリーグ戦 上中島・松倉 3-7 住吉 ●

H27/6/20 ミラージュリーグ戦 上中島・松倉 7-3 道下 ○

H27/6/14 ミラージュリーグ戦 上中島・松倉 7-1 本江 ○

ティーボール練習試合（下学年） 上中島・松倉 12-10 月岡ツインズ ○

上市中央 4-8 上中島・松倉 ○

大谷野球スポーツ少年団 5-10 上中島・松倉 ○

大谷野球スポーツ少年団 3-20 上中島・松倉 ○

H27/5/31 上中島・松倉 道下 抽選勝ち

ｼｷﾉﾊｲﾃｯｸ旗・市体準決勝 本江 上中島・松倉 抽選負け

H27/5/30 練習試合 立山タイガース 6-11 上中島・松倉 ○

H27/5/30 練習試合 草島マリナーズ 4-7 上中島・松倉 ○

H27/5/24 ミラージュリーグ戦 上中島・松倉 清流野球スポーツ少年団 ○

H27/5/23 ミラージュリーグ戦 経田野球スポーツ少年団 上中島・松倉 ○

H27/5/17 ミラージュリーグ戦 上中島・松倉 引き分け

H27/5/16 練習試合 堀川ブルージェイズ 上中島・松倉 ●

H27/5/10 練習試合 堀川南オリオールズ 上中島・松倉 ●

　 上中島・松倉 堀川南オリオールズ ○

H27/5/9 高円宮学童市予選大会 上中島・松倉 道下 ●

H27/5/5 練習試合 上中島・松倉 矢田野ベースボールクラブ ●

上中島・松倉 宇ノ気ブルーサンダー 引き分け

H27/5/3 練習試合 上中島・松倉 山中学堂野球クラブ ○

上中島・松倉 川北学童野球クラブ ●

H27/5/2 練習試合 上中島・松倉 三日市ベアーズ ○

上中島・松倉 奥田ブルーウェーブ ●

H27/4/28 練習試合 上中島・松倉 若栗コンドルズ ○

上中島・松倉 倉垣ライオンズ ○

上中島・松倉 田家イーグルス ●

H27/4/26 練習試合 鞍月ブラザーズ 上中島・松倉 ●

上中島・松倉 辰口学童野球クラブ ○

練習試合（下学年） 上中島・松倉 辰口学童野球クラブ ●

上中島・松倉 辰口学童野球クラブ ●

H27/4/25 練習試合 上中島・松倉 井波野球スポーツ少年団 ○

井波野球スポーツ少年団 上中島・松倉 ○

H27/4/19 若虎旗争奪大会三位決定戦 上中島・松倉 住吉 ●

若虎旗争奪大会準決勝 上中島・松倉 道下 ●

H27/4/18 上中島・松倉 経田野球スポーツ少年団 ○

H27/4/12 練習試合 穴水学童野球クラブ 上中島・松倉 ○

上中島・松倉 志賀学童野球クラブ ●

H27/4/11 練習試合 稲積少年会野球部 上中島・松倉 ●

上中島・松倉 稲積少年会野球部 ●

6－4

太陽スポーツ杯2回戦 12－4

２部A

２部B

２部B

ミラージュJBC 1－3

1－4

市体2部3位決定戦 KMS（A) Aの勝ち

市体2部 KMS（A)

KMS（A)

1－4

上中島・松倉（2部） 5－6

ｼｷﾉﾊｲﾃｯｸ旗・市体3位決定戦 8－8

2－2

10－0

1－5

ミラージュJBC 1－1

9－4

8－2

5－3

0－5

2－10

1－1

23－0

3－7

8－6

6－10

5－4

9－5

1－7

16－0

1－2

2－22

11－16

7－0

6－8

3－4

0－4

若虎旗争奪大会1回戦 7－0

6－9

1－2

4－0

1－9



H27/4/5 練習試合（埼玉遠征） 上中島・松倉 大宮パワーズ ○

H27/4/4 練習試合（埼玉遠征） 上中島・松倉 埼玉スターズ ●

埼玉スターズ 上中島・松倉 ○

H27/3/29 練習試合 四方フライヤーズ 上中島・松倉 ○

上中島・松倉 四方フライヤーズ 引き分け

H27/3/28 練習試合 上中島・松倉 立山タイガース ○

上中島・松倉 神明パイレーツ 引き分け

H27/3/21 上中島・松倉 堀川ブルージェイズ ●

H27/3/15 練習試合 月岡ツインズ 上中島・松倉 引き分け

上中島・松倉 新庄ジャイアンツ ○

H27/3/14 練習試合 作道少年野球クラブ 上中島・松倉 ●

上中島・松倉 作道少年野球クラブ ●

H27/3/8 上中島・松倉 山室マリナーズ ○

H27/3/7 練習試合 上中島・松倉 黒東マリナーズ ●

黒東マリナーズ 上中島・松倉 ●

H27/2/21 練習試合 上中島・松倉 飯野シャークス ○

上中島・松倉 ●

H27/2/8 練習試合 道下 上中島 ●

4－1

6－7

1－9

0－4

3－3

11－5

1－1

ビッグエッグ少年野球大会3回戦 5－6

1－1

ビッグエッグ少年野球大会2回戦 3－2

5－1

0－4

ビッグエッグ少年野球大会1回戦 5－3

0－3

6－1

10－4

0－1 西部オールスターズ（6年生混合）

4－2



日付 大会 先攻 得点

2013/11/09
北日本新聞二位リーグ

上中島 ２対２

上中島 ４対１

住吉 １３対２

2013/11/04 北日本新聞二位リーグ 上中島 ２対０

2013/11/02
 アルペンズカップ決勝 新川レッドファイターズ

 アルペンズカップ準決勝 上中島 ２７対０

2013/10/27 練習試合二部
田家

田家 ８対０

2013/10/26
下関 ３対７

上中島 ８対４

2013/10/19  アルペンズカップ 上中島 ４対１

2013/10/14
上中島

上中島

2013/10/13 上中島 ６対０

2013/10/12 上中島 ９対０

2013/09/29

練習試合２部戦 高松ヤンチャーズ １６対８

練習試合
上中島 ０対２

上中島 ３対１

2013/09/28 練習試合
上中島 ９対１

上中島 ３対２

2013/09/22 北日本新聞予選② 上中島 １対３

2013/09/15 練習試合 大庄マリナーズ ３対３

2013/09/07
シキノハイテック２部３位決定 上中島 ０対１０

シキノハイテック２部準決勝 上中島 ２対１２

2013/08/25
上中島 ３対８

大島ベアーズ ３対６

2013/08/24
上中島 １４対０

上中島 １５対０

2013/08/18 北日本新聞予選① 上中島 ７対１

2013/08/17 上中島 １６対１

2013/08/11
太陽スポーツ杯２回戦 黒部中央 ７対５

太陽スポーツ杯１回戦 経田 ３対６

2013/08/04 練習試合
上中島 ９対３

上中島 ３２対２

2013/08/03 練習試合
広田ベイスターズ ２対１

広田ベイスターズ ３対０

2013/07/29 第３回坂本龍馬３回戦 第四スラッカーズ １０対０

2013/07/28 第３回坂本龍馬２回戦 亀津ライオンズ ２対５

2013/07/27 第３回坂本龍馬旗争奪 本郷南方ライナーズ １対３

2013/07/21 練習試合　石川遠征
山代少年野球クラブ １対２

辰口学童野球クラブ ６対１４

2013/07/15 練習試合
滑川東部 ７対０

第33回会長杯三位決定

１対1

５対1

ZETT北信越（優勝）

ナイスTV杯決勝

ナイスTV杯準決勝

ナイスTV杯２回戦

ナイスTV杯１回戦

第７回ZETT旗争奪決勝

第７回ZETT旗争奪準決勝

第７回ZETT旗争奪

第７回ZETT旗争奪

第７回ZETT旗争奪



2013/07/15 練習試合
上中島 ７対１

2013/07/07 シキノハイテック旗争奪２部 松倉 ３対５

2013/07/06 ２次リーグ戦 道下 ８対６

2013/06/29 ２次リーグ戦 ミラージュ ９対２

2013/06/22 県スポ少軟式野球交流大会 上中島 １対３

2013/06/16 リーグ戦 上中島 ８対３

2013/06/15 リーグ戦 ミラージュ ５対６

2013/06/09
練習試合

田家 １対０

田家 ５対１

リーグ戦 吉島 ０対２

2013/06/08

練習試合二部 内灘ファイターズ ７対４

練習試合 内灘ファイターズ ３対１０

練習試合 内灘ファイターズ １対５

2013/06/02
練習試合 上中島 ７対１１

リーグ戦 上中島 ２対３

2013/06/01 リーグ戦 上中島 ２０対０

2013/05/26
シキノハイテック決勝 上中島 １２対５

シキノハイテック準決勝 上中島 ２対１

2013/05/25
練習試合 新庄 １１対２

シキノハイテック旗争奪 上中島 １０対０

2013/05/19 リーグ戦 上中島 １２対２

2013/05/18
高円宮決勝戦 道下 １０対４

高円宮準決勝 上中島 ６対３

2013/05/12 上中島 ４対２

2013/04/13 リーグ戦 上中島 ２７対０

2013/05/04
練習試合　石川遠征

上中島 ９対７

上中島 ０対１１

練習試合　２部戦 宇ノ気ブルーサンダー １２対２

2013/05/03 練習試合　石川遠征
上中島 ７対８

上中島 ２対５

2013/03/27 練習試合 福井遠征

上中島 ２対０

上中島 ０対４

上中島 １対２

2013/03/21 練習試合 井波 ２対９

2013/03/20 若虎旗争奪 ミラージュ ５対０

2013/04/14 みらーれ大会本選　三位
経田 ７対８

上中島 ５対６

2013/04/13みらーれ大会本選トーナメント１回戦 黒部中央 ３対５

2013/04/06 みらーれ大会予選リーグ
上中島 ５対２

上中島 ７対３

2013/03/31 練習試合
上中島 ０対１

上中島 ４対２

2013/03/30 練習試合
上中島 ６対９

上中島 ５対０

2013/03/24 練習試合
上中島 ５対０

高円宮1回戦



2013/03/24 練習試合
熊野メッツ ５対９

2013/03/23 ビッグエッグ準々決勝 上中島 ２対３

2013/03/20 ビッグエッグ３回戦 上中島 ３対０

2013/03/17 ビッグエッグ２回戦 上中島 １０対０

2013/03/16 練習試合 生地ラビット ７対３

2013/03/10 練習試合 雨天中止

2013/03/09 練習試合 光陽アスレチックス ４対８

2013/03/09 ビッグエッグ 富山中央ドジャーズ ３対１０



後攻 勝敗

能町 負け

堀川 勝ち

上中島 負け

山室中部 勝ち

上中島 勝ち

神明パイレーツ 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

上中島 勝ち

寺井学童野球 勝ち

長岡 勝ち

生地ラビット 負け

ミラージュ 勝ち

福岡 勝ち

吉島 勝ち

上中島 負け

高松ヤンチャーズ 負け

朝日学童クラブ 勝ち

立山中央 勝ち

月岡ツインズ 勝ち

老田 負け

上中島 引分

住吉 負け

本江 負け

下関キングス 負け

上中島 勝ち

熊野メッツ 勝ち

神岡スカイキッズ 勝ち

砺波北部 勝ち

山田スポ少 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

井波スポ少 勝ち

井波スポ少 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け



ありそ 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

稲積 負け

経田 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

大島フレンズ 負け

道下 負け

松倉 勝ち

ミラージュ 勝ち

吉島 勝ち

上中島 負け

住吉 勝ち

住吉 勝ち

上中島 負け

ミラージュ 勝ち

経田 勝ち

本江 勝ち

宇ノ気ブルーサンダー 勝ち

宇ノ気ブルーサンダー 負け

上中島 負け

長田町ベアーズ 負け

長田町ベアーズ 負け

明新エクスプローラーズ 勝ち

社北ブルーファイヤーズ 負け

社北ブルーファイヤーズ 負け

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

生地 負け

上中島 勝ち

田家イーグル 勝ち

荻生ジャガーズ 勝ち

蜷川カープ 負け

蜷川カープ 勝ち

山室中部 負け

山室中部 勝ち

熊野メッツ 勝ち



上中島 勝ち

新庄ジャイアンツ 負け

宮川スターズ 勝ち

萩浦フィリーズ 勝ち

上中島 負け

雨天中止

上中島 勝ち

上中島 勝ち



日付 大会 先攻 得点

2012/11/24 練習試合　２部
上中島 ４対９

田家イーグルス ７対２

2012/11/17 第３２回会長杯争奪大会 経田 ０対６

2012/11/17 第３２回会長杯争奪大会 道下 ５対７

2012/11/11 北日本新聞杯３回戦 岩瀬 ３対１

2012/11/10 北日本新聞杯２回戦 鵜坂 ０対１

2012/11/04 北日本新聞杯１回戦 田中 ３対５

2012/11/03 第３２回会長杯争奪大会 上中島 １４対０

2012/10/27
ゼット旗チャンピオン大会 上中島 ２対２

辰口学童野球クラブ ９対８

2012/10/20

 アルペンズカップ 上中島 ４対５

 テーボール部決勝戦 奥田北 ７対９

 アルペンズカップテーボール 上中島 １５対８

 アルペンズカップテーボール 岩瀬 ５対１６

 アルペンズカップテーボール 上中島 ７対６

2012/10/14
練習試合　１部 立山タイガース ２対１０

練習試合　２部 立山タイガース ８対９

2012/10/08 ビッグエッグ決勝 水橋少年野球クラブ ６対０

2012/10/06
田家イーグルス ８対３

松倉 １対１２

2012/09/30 ビッグエッグ準決勝 神明パイレーツ １対２

2012/09/29
練習試合　１部 広田ベイスターズ ２対０

練習試合　２部 広田ベイスターズ ４対１

2012/09/22

練習試合　１部 上中島 ５対８

練習試合　２部 千鳥丘ファイターズ ８対５

育成リーグ戦 大町村木ユニオンスターズ ０対６

2012/09/17 石川遠征
富陽学童野球クラブ ３対１

井波野球スポーツ少年団 ５対４

2012/09/16
練習試合　１部 生地ラビット ４対７

練習試合　２部 上中島 ４対４

2012/09/09
練習試合　１部 太閤山少年野球クラブ ９対８

練習試合　２部 太閤山少年野球クラブ １５対１

2012/09/08

練習試合　１部 東明ボーイズ ０対３

練習試合　２部 東明ボーイズ ４対４

練習試合　１部 東明ボーイズ ９対２

2012/09/02

育成リーグ戦 上中島 ４対６

練習試合　２部 新庄ジャイアンツ １３対０

練習試合　１部 新庄ジャイアンツ ８対０

2012/09/01
練習試合② 上中島 ８対９

練習試合①  東加積ロッキーズ ０対７

2012/08/25
蜷川カープ ５対９

上中島 １３対１

練習試合(2部)

ナイスTV杯２回戦

ナイスTV杯１回戦

第6回ZETT旗争奪決勝

第6回ZETT旗争奪準決勝



2012/08/19
上中島 ７対６

上中島 １４対２

2012/08/18 宮野スポーツ少年団 ０対１０

2012/08/13 ビッグエッグ準々決勝 上中島 ２対１

2012/08/12
練習試合② 上中島 ３対０

練習試合① 上野方 １対１

2012/08/11 太陽スポーツ杯１回戦 上野方 ３対２

2012/08/04
北日本新聞予選② 神保 １対３

北日本新聞予選① 小杉ニュースターズ ０対１８

2012/07/29
練習試合② 白峰ジュニア ２対４

練習試合① 飯野シャークス ５対１０

2012/07/22 リーグ戦 吉島 ３対１０

2012/07/21 ビッグエッグ３回戦 富山中央ドジャース １対９

2012/07/16
練習試合② 宇ノ気ブルーサンダー ２対３

練習試合① 山代少年野球クラブ ５対４

2012/07/14

練習試合② 上中島 ８対８

練習試合① 内灘マリナーズ ７対８

リーグ戦 上中島 ０対３

2012/07/13 リーグ戦 上中島 １０対１

2012/07/08 リーグ戦 上中島 １対４

2012/07/07 リーグ戦 雨天中止（対吉島）

2012/07/01 リーグ戦 雨天中止（対道下）

2012/06/30

練習試合② 上中島 １対６

練習試合① 稲積少年会野球部 ８対０

リーグ戦 上中島 ５対５

2012/06/24
シキノハイテック旗争奪２部 上中島 ８対０

シキノハイテック旗争奪２部 松倉 ７対６

2012/06/23
シキノハイテック旗争奪２部 吉島 １対１１

シキノハイテック旗争奪２部 本江 ０対１５

2012/06/17
練習試合② 上中島 １１対３

練習試合① 鵜坂スポーツ少年団 ０対１３

2012/06/10 高円宮県大会 新庄 ４対０

2012/06/09 高円宮県大会 井波 ４対８

2012/06/03

練習試合② ５対６

練習試合① ２対２

リーグ戦 大町村木ユニオンスターズ ０対７

2012/06/02
練習試合 滑川西部 ２対３

リーグ戦 上中島 １０対１

2012/05/26
シキノハイテック旗争奪 上中島 １対４

シキノハイテック旗争奪 松倉 ０対１２

2012/05/20

練習試合② 上中島 １対６

練習試合① 田家イーグルス ６対３

リーグ戦 上中島 ７対０

2012/05/19 リーグ戦 経田 ６対５

2012/05/13
高円宮決勝 上中島 ５対０

第6回ZETT旗争奪準々決勝

第6回ZETT旗争奪

第6回ZETT旗争奪

大沢野JBC

大沢野JBC



2012/05/13
高円宮準決勝 吉島 ０対１

2012/05/12
高円宮２回戦 片貝野球スポーツ少年団 ０対８

大町村木ユニオンスターズ ０対６

2012/05/06 大町村木ユニオンスターズ ０対５

2012/05/04
練習試合② 上中島 １対２

練習試合① 倉垣ライオンズ ６対３

2012/05/03
練習試合② 上中島 １２対６

練習試合① 高松ヤンチャーズ ３対１０

2012/04/30
練習試合② 井波野球スポーツ少年団 ６対１２

練習試合① 上中島 ５対２

2012/04/29
練習試合② 上中島 ７対４

練習試合① ５対１１

2012/04/28

練習試合二部 上中島 １７対１

練習試合一部
上中島 ７対５

大庄マリナーズ ５対３

2012/04/21 若虎旗争奪　対本江 上中島 ２対３

2012/04/15
みらーれ大会３位決定戦 泊サンフラワー ４対９

みらーれ大会準決勝 寺家小クラブ ６対０

2012/04/14 みらーれ大会本選トーナメント 三日市中央ベアーズ ４対５

2012/04/08 みらーれ大会予選リーグ
上中島 ８対２

あさひ野ファイターズ ０対１２

2012/04/01
練習試合 杉原ＪＢＣ ６対１３

ビッグエッグ２回戦 アルペンズ ０対３

2012/03/20
強化リーグ 上中島 １０対２

ビッグエッグ 豊田スワローズ ２対３

2012/03/18

練習試合③二部 大谷野球スポーツ少年団 １０対３

練習試合② 大谷野球スポーツ少年団 ７対４

練習試合① 扇台クラブ ０対３

2012/03/11

練習試合③６回雨天中止 倉垣ライオンズ

練習試合② 三郷アストロズ ４対１

練習試合① 上中島 ２対１

2012/03/10
練習試合② 生地ラビット ０対７

練習試合① 滑川東部 ４対９

2012/03/03
練習試合② 村椿ｼﾞｭﾆｱﾗｲｵﾝｽﾞ ２対３

練習試合① 村椿ｼﾞｭﾆｱﾗｲｵﾝｽﾞ １対２

2012/02/12 練習試合 上中島 ３対５

高円宮1回戦

高円宮1回戦３回雨で中止

立山中央野球S少年団



後攻 勝敗

田家イーグルス 負け

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

本江 勝ち

辰口学童野球クラブ 引分

上中島 負け

神明パイレーツ 負け

上中島 勝ち

神明 勝ち

上中島 勝ち

石田 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

千鳥丘ファイターズ 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

上中島 勝ち

生地ラビット 引分

上中島 負け

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 引分

上中島 負け

松倉 負け

上中島 負け

上中島 負け

 東加積ロッキーズ 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

神保スポーツ少年団 勝ち



庄川野球スポーツ少年団 勝ち

戸出西部サンダース 勝ち

上中島 勝ち

成美ロッキーズ 勝ち

上野方・本江連合チーム 勝ち

上中島 引分

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

石田マリーンズ 引分

上中島 勝ち

道下 負け

本江 勝ち

上野方 負け

雨天中止（対吉島）

雨天中止（対道下）

稲積少年会野球部 負け

上中島 負け

片貝 引分

経田 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

鵜坂スポーツ少年団 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 引分

上中島 勝ち

上中島 勝ち

住吉 勝ち

道下 負け

上中島 勝ち

田家イーグルス 負け

上中島 負け

松倉 勝ち

上中島 負け

上野方 勝ち



上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 再試合

倉垣ライオンズ 負け

上中島 負け

能都宇出津チーターズ 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

井波野球スポーツ少年団 勝ち

勝ち

上中島 勝ち

大庄マリナーズ 勝ち

大庄マリナーズ 勝ち

上中島 負け

本江 負け

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

黒部中央バファローズ 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

吉島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島

上中島 負け

老田ブレーブス 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

三郷アストロズ 負け

立山中央野球S少年団



日付 大会 先攻 得点

2011/12/18 第３１回魚津市スポーツ少年団体育大会

2011/12/17

2011/12/04 ファイナルバトル 上中島・稲積・西部オールスターズ 

2011/12/03 練習試合（２部）

2011/11/27
第２回県選抜チャンピオン大会

氷見・上婦負と練習試合

2011/11/26

高岡 ３対２

北日本新聞杯２リーグ戦
長岡 １対０

上中島 ２対０

2011/11/23 ファイナルバトル
上中島 ２対２

西部 １対０

2011/11/20 北日本新聞杯２リーグ戦

2011/11/19 練習試合

2011/11/13 北日本新聞杯２リーグ戦
富山東部ブリュワーズ ０対２

上中島 ２対１

2011/11/12 第３１回会長杯争奪大会 経田 １対０

2011/11/05
第３１回会長杯争奪大会 吉島 ０対３

北日本新聞杯２リーグ戦 上中島 １３対２

2011/11/03 小学校文化祭

2011/10/30

午後から　選抜練習（天神山球場）

練習試合

練習試合

練習試合

練習試合

2011/10/29
午前中　選抜練習

第３１回会長杯争奪大会 本江 ４対５

2011/10/23 練習試合 本江２部（負け）   田中（１部）雨にて中止

2011/10/22
魚津市学童ティーボール大会

わんぱくの部　優勝　　かがやきの部　三位

2011/10/16
交流試合

上中島 ２対３

2011/10/15 奥田北 ３対１１

2011/10/09

第８回ＮＩＣＥＴＶ旗争奪

道下 ５対０

上野方 ０対７

2011/10/08
上中島 １２対０

住吉 ０対３

2011/10/02
新チーム育成リーグ

校下の運動会

2011/10/01
練習試合 村椿

練習試合 上野方

2011/09/25
練習試合（二部） 鵜坂

練習試合（一部） 鵜坂

2011/09/24

練習試合（二部） 出町

練習試合 出町

練習試合 新庄

2011/09/23
練習試合（二部） 荻生ジャガーズ

練習試合（一部） 荻生ジャガーズ

第３回MOMOYAMAティーボール大会

vs北加積

準決勝・決勝(雨天にて中止)  

vs三郷アストロズ２部戦（雨天にて中止)

岩瀬ドラゴンズ(二部)

大谷(二部)

岩瀬ドラゴンズ(一部)

岩瀬ドラゴンズ(一部)

選抜東西対抗戦・井原親善交流試合15・16日

アルペンズカップ2011



2011/09/18 新チーム育成リーグ 道下 ４対８

2011/09/18

2011/09/10 練習試合

片口スポーツ少年団

片口スポーツ少年団

片口スポーツ少年団

2011/09/04 休み

2011/09/03 北日本新聞予選
上中島 ６対３

湖南 ３対１

2011/08/28 リーグ戦 道下 ２対２

2011/08/27 練習試合
内灘ファイターズ １対１

上中島 １６対７

2011/08/21

2011/08/20
泉少年野球 ８対２

リトルジャイアンツ ３対５

2011/08/19 日置野球スポーツ少年団 ０対１
2011/08/15

強化合宿
記録会

2011/08/14 練習試合　上中島ＯＢ（中学生）

2011/08/13 第９回魚津学童野球交流大会
大町 ０対２

滑川西部 ４対１１

2011/08/07 魚津まつり　街流し

2011/08/07 県ろうきん旗大会 上中島 ３対６

2011/08/06 県ろうきん旗大会
神明 １対１

１回戦　抽選勝ち

2011/07/31 休み

2011/07/30 第９回魚津学童野球交流大会
村木 ０対８

黒部中央 ４対６

2011/07/23 リーグ戦 吉島 ０対１４

2011/07/18

練習試合 上中島 ２対１

練習試合 上中島

リーグ戦 経田 ０対７

2011/07/17 リーグ戦 大町 １対１

2011/07/16 練習試合 南条　二塚

2011/07/10 練習試合

上中島（２部） ０対６

上中島 ０対２

稲積 ４対３

2011/07/09 リーグ戦 上中島 ４対２

2011/07/03 魚津市民体育大会（二部）
上中島 ５対０

上中島 １０対１

2011/07/02
魚津市民体育大会（二部）

上中島 ４対２

村木吉島 ０対１２

2011/06/26

練習試合（二部） 上中島 ８対２

練習試合 田家イーグルス １対１

リーグ戦 住吉 ５対６

2011/06/25 リーグ戦

2011/06/19 リーグ戦 上中島 ０対０

2011/06/18 高円宮賜杯県大会（３位） 上中島 ４対１１

2011/06/12 高円宮賜杯富山県大会 下関キングス ３対６

17日雨天にて小学校運動会

第18回西日本学童軟式野球大会

M.Y.ツインズ対多賀少年野球クラブの決勝戦見学

第8回北日本新聞社旗争奪富山県少年野球大会開会式　18：30～

吉島（10：30）場所　天神山球場  雨にて中止



2011/06/11 高円宮賜杯富山県大会 上中島 １１対７

2011/06/05
練習試合 上中島 ４対４

リーグ戦 上中島 ８対４

2011/06/04 魚津市民体育大会
上中島 ４対５

上中島 ７対０

2011/05/29 魚津市民体育大会 雨天にて中止

2011/05/28 魚津市民体育大会
経田 ０対７

上中島 １７対４

2011/05/22 練習試合

大谷野球Ｓ少年団（二部）

大谷野球Ｓ少年団

ビッグファイトボーイズ

2011/05/21

練習試合（三部）
上中島 １７対２

上中島 ８対５

練習試合
上中島 ２対５

伏見台ファイターズ ２対９

2011/05/15

練習試合２部 上中島 ２対０

練習試合 三郷アストロズ ２対６

上中島 ９対６

リーグ戦 松倉 ０対１０

2011/05/14

練習試合２部 上中島 ２対３

練習試合 上中島 ２対０

リーグ戦 片貝 ０対１３

2011/05/08 高円宮賜杯
上中島 ８対０

上中島 ９対０

2011/05/07 高円宮賜杯
上中島 ３対３

延長特別ルール・抽選勝ち

2011/05/05 休み

2011/05/04

練習試合（石川県）

上中島 ８対５

上中島 ７対４

2011/05/03
上中島 ４対５

上中島 １０対１

2011/05/01
練習試合（三部） 上中（１０対３）吉島　上中（５対５）道下　上中（１３対２）吉島

練習試合 上中島 ５対１

2011/04/30
練習試合 ９対２

練習試合 北加積ホークス ４対７

2011/04/24
練習試合 有磯野球Ｓ少年団 ５対８

練習試合 上中島 ２対０

2011/04/23 練習試合 村木・若栗 雨にて中止

2011/04/17 若虎旗争奪 上中島 ６対２

2011/04/16
若虎旗争奪 上中島 １０対０

若虎旗争奪 上中島 １３対０

2011/04/10 練習試合 前沢タイガース １対０

2011/04/10 練習試合 若栗コンドルズ ８対１

2011/04/09 練習試合 三郷アストロズ 雨にて中止

2011/04/03
練習試合② 大島ベアーズ １２対７

練習試合① 上中島 ７対０

2011/04/02
練習試合② 滑川西部 ３対４

練習試合① 上中島 ６対２

練習試合2.5部

上中島（５年生以下）



2011/03/27

練習試合② 富山東部ブリュワーズ ８対１

練習試合① 上中島 ９対８

練習試合 上中島 ２対１

2011/03/26
練習試合 生地ラビット １対４

練習試合 上中島 ０対４

2011/03/20 練習試合 田家イーグルス ３対２

2011/03/19 ビッグエッグ３回戦 上中島 ０対１

2011/03/13 ビッグエッグ２回戦 上中島 ８対４

2011/03/12 ビッグエッグ１回戦 上中島 ５対３

2011/03/05
練習試合② 豊田 ０対３

練習試合① 上中島 ４対１

2011/02/27
練習試合② 村椿ｼﾞｭﾆｱﾗｲｵﾝｽﾞ ３対１３

練習試合① 上中島 ８対２



後攻 勝敗

第３１回魚津市スポーツ少年団体育大会

上中島・稲積・西部オールスターズ 

氷見・上婦負と練習試合

魚津Ａ

上中島 負け

大島ベアーズ 勝ち

堀川

堀川

上中島 勝ち

東加積 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

釜ヶ淵 勝ち

小学校文化祭

午後から　選抜練習（天神山球場）

午前中　選抜練習

上中島 勝ち

本江２部（負け）   田中（１部）雨にて中止

魚津市学童ティーボール大会

わんぱくの部　優勝　　かがやきの部　三位

アルペンＡ 負け

上中島 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

戸出西部 勝ち

上中島 勝ち

校下の運動会

村椿

上野方

鵜坂

鵜坂

出町

出町

新庄

荻生ジャガーズ

荻生ジャガーズ

ティーボール大会

北加積

雨天にて中止)  

三郷アストロズ２部戦（雨天にて中止)

岩瀬ドラゴンズ(二部)

二部)

岩瀬ドラゴンズ(一部)

岩瀬ドラゴンズ(一部)

選抜東西対抗戦・井原親善交流試合15・16日



上中島 勝ち

片口スポーツ少年団

片口スポーツ少年団

片口スポーツ少年団

休み

富山中央 勝ち

上中島 負け

上中島 引分

上中島 引分

内灘ファイターズ 勝ち

上中島 負け

上中島 勝ち

上中島 勝ち
記録会

練習試合　上中島ＯＢ（中学生）

上中島 勝ち

上中島 勝ち

速星 負け

上中島 勝ち

１回戦　抽選勝ち

休み

上中島 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

若栗コンドルズ 勝ち

大島ベアーズ

上中島 勝ち

上中島 引分

南条　二塚

稲積（２部） 負け

稲積 負け

上中島 負け

村木 勝ち

道下 勝ち

松倉 勝ち

本江 勝ち

上中島 勝ち

田家イーグルス 勝ち

上中島 引分

上中島 勝ち

上野方 引分

水橋少年野球クラブ 負け

上中島 勝ち

ツインズ対多賀少年野球クラブの決勝戦見学

回北日本新聞社旗争奪富山県少年野球大会開会式　18：30～

）場所　天神山球場  雨にて中止



泊サンフラワーズ 勝ち

若栗コンドルズ 引分

本江 勝ち

大町 負け

村木 勝ち

雨天にて中止

上中島 勝ち

本江 勝ち

雨にて中止

道下 勝ち

道下 勝ち

伏見台ファイターズ 負け

上中島 勝ち

三郷アストロズ 勝ち

上中島 勝ち

松倉 勝ち

上中島 勝ち

田家イーグルス 負け

田家イーグルス 勝ち

上中島 勝ち

吉島 勝ち

大町 勝ち

道下 勝ち

延長特別ルール・抽選勝ち

休み

森本ドリームス 勝ち

森本ドリームス 勝ち

中条ブルーインパルス 負け

高松ヤンチャーズ 勝ち

上中（１０対３）吉島　上中（５対５）道下　上中（１３対２）吉島

田中学童野球クラブ 勝ち

北加積ホークス 勝ち

上中島 勝ち

上中島 勝ち

有磯野球Ｓ少年団 勝ち

雨にて中止

村木 勝ち

本江 勝ち

松倉 勝ち

上中島 負け

上中島 負け

雨にて中止

上中島 負け

大島ベアーズ 勝ち

上中島 勝ち

滑川西部 勝ち



上中島 負け

富山東部ブリュワーズ 勝ち

神明 勝ち

上中島 勝ち

若栗コンドルズ 負け

上中島 負け

鵜坂 負け

倉垣ライオンズ 勝ち

老田 勝ち

上中島 勝ち

豊田 勝ち

上中島 勝ち

村椿ｼﾞｭﾆｱﾗｲｵﾝｽﾞ 勝ち



　　　　　　　　平　成　２　３　年　度　　　活　動　予　定 

3月

12日

13日

19日

4月

2日

3日
10日
16日

17日

5月

7日

8日

15日

～7/18日

28日

29日

7月
30日

31日

10月
8日

9日



合宿

第３８回高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会　

”太陽スポーツ販売旗争奪”魚津大会

第３１回魚津市少年野球連盟ミラージュリーグ戦

第６０回魚津市民体育大会（全国スポ少大会予選）

”シキノハイテック旗争奪”

第９回魚津学童野球交流大会

”太陽スポーツカップ争奪”

第８回ＮＩＣＥＴＶ旗争奪

　　　　　　　　平　成　２　３　年　度　　　活　動　予　定 

ビッグエッグに出場！(３回戦にて敗退)

 第２８回若虎旗争奪魚津大会　　松倉と対戦

http://www.geocities.jp/bigeggyakyu/13shonen/13kaitoppage.html
file:///C:/Users/info/Desktop/%E4%B8%8A%E4%B8%AD%E5%B3%B6%E3%83%BB%E6%9D%BE%E5%80%89%E5%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%8E%E7%90%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96%20%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/kami-y/waka-2011.pdf
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