
2016年 2016/11/27

Aチーム勝敗 15勝12敗
～Ａチームトーナメント試合予定～ 勝敗
ゲオ杯 3/6 １回戦 瑞穂Ｊボーイズ ○8-1

3/12 2回戦 名東ヒーローズ ●0-10
ろうきん杯 4/24 １回戦 ホワイトフィリーズ ○6-1

5/7 2回戦 日進ベストドリームス ●2-3
中京少年野球大会 5/21 １回戦 ドジャース ●1-9
イチロー杯 2回戦 東山ジュニアスターズ ●不戦敗
モリコロパークカップ 6/12 １回戦 東山ジュニアスターズ ●4-7
デポ杯 8/7 １回戦 東桜ブルーファイターズ○14-0

9/4 2回戦 名東ウイングス ○8-0
9/17 3回戦 山の手少年野球クラブ ●2-3

ヘーベルハウスカップ 10/2 １回戦 レッドファイターズ ○13-3
10/15 2回戦 セブントレジャー ●1-2

ミズノ杯 10/10 １回戦 ファイヤーボーイズ ●0-7
ふれあいカップ決勝Ｔ 11/20 １回戦 保見ヶ丘少年野球 ○16-1

2回戦 未定
～Ａチームリーグ戦試合予定～
ふれあいカップ 5/14 予選必須 豊田サンダース △2-2

5/1 予選必須 三好コミュニティーズ ▲2-2
10/30 予選必須 高橋・松平合同 ○17-2
6/19 予選必須 飯野ファイターズ ○10-3
7/23 予選必須 豊田牙・朝日合同 ○9-3
7/17 予選必須 平山フレンダース ○6-5
8/27 予選必須 南部少年野球クラブ ○4-2
7/17 予選 足助少年野球団 ○19-4
8/7 予選 緑ヶ丘ウイングス ●0-8
5/29 予選 新屋クラブ ●3-6
7/31 予選 堤スターズ ○7-5

予選 衣丘ペアーズ 未消化
9/25 予選 イーグルスジュニア ○6-2
7/10 予選 黒笹少年野球クラブ ●3-9

予選 豊田レッドスターズ 未消化
予選 美里バッファローズ 未消化



2016年 2016/11/27

Bチーム勝敗 16勝7敗
～Ｂチームトーナメント試合予定～
ゲオ杯 2/28 2回戦 青木グレート ○5-3

4/2 3回戦 守山ボーイズ ○4-3
4/10 4回戦 木津ブライト ●1-7

中京少年野球大会 7/9 2回戦 高嶺ＪＥＬ ○10-0
３位 8/27 3回戦 ゴールデンファイヤーズ○1-0

11/6 準々決勝 東海清水少年野球団 △1-1
11/13 準決勝 東筑ライオンズ ●0-7

積水ハウスカップ 6/11 1回戦 有松ジュニア ○4-0
ベスト8 7/16 2回戦 市木フェニックス ○4-0

7/30 3回戦 安城中央クラブ ○14-0
9/10 4回戦 大清水クラブ ○4-0
11/5 準々決勝 堤スターズ ▲2-2

中スポ杯 5/15 1回戦 ツースリー大府 ●0-9
デポ杯 8/6 1回戦 山之手少年野球クラブ ○10-0

8/28 2回戦 春日井オルティーズ ○7-2
9/3 3回戦 木曽川JBC ●2-3

ミズノ杯 10/10 1回戦 福地ファイターズ ●0-4
ふれあいカップ決勝Ｔ 11/20 1回戦 水源パイレーツ ○6-0

2回戦 未定
～Ｂチームリーグ戦試合予定～
ふれあいカップ 7/2 予選必須 美里バッファローズ ○20-1

10/ 予選必須 豊田レッドスターズ ○11-8
10/1 予選必須 山之手少年野球クラブ ○7-3
5/1 予選必須 三好コミュニティーズ ●2-5

予選 矢南アローズ 未消化
予選 イーグルスジュニア 未消化
予選 青木グレート 未消化
予選 高嶺ＪＥＬ 未消化

10/23 予選 黒笹少年野球クラブ ○14-0
予選 堤スターズ 未消化



2016年 2016/11/27

Cチーム勝敗 30勝4敗
～Ｃチームトーナメント試合予定～
ゲオ杯 3/5 1回戦 中小田井ＪＢＣ ○25-0
優勝 4/3 2回戦 東海オーシャン ○10-1

4/23 準々決勝 守山ボーイズ ○5-3
5/8 準決勝 富士シャーク ○4-2
5/22 決勝 ドジャース ○3-0

小川杯 4/29 予選① 中小田井ＪＢＣ ○8-2
5/29 予選② リュウベースボールクラブ○10-3
5/14 予選③ 矢南アローズ ○12-11
6/5 予選④ 上名和ライオンズ ○8-5
6/5 予選⑤ 愛知ＢＣＪ ○7-1
6/12 予選⑥ 植田ファイターズ ●4-18
7/3 予選⑦ 六田ファイターズ ○7-3

中スポ杯 5/7 1回戦 吉良・一色合同 ○11-6
5/15 2回戦 岡田ボーイズ ○9-2
7/9 3回戦 六田ファイターズ ●4-5

デポ杯 8/6 1回戦 鬼﨑ラッキーズ ○7-5
優勝 8/28 2回戦 鳴海シャークス ○11-0

9/17 3回戦 大須パンサーズ ○8-3
10/8 準々決勝 ときわイーグルス ○6-3
10/16 準決勝 白鳥ライジング ○3-0
11/3 決勝 富士シャーク ○5-3

ミズノ杯 10/29 1回戦 ウエストベアーズ ○12-0
11/13 2回戦 ファイヤーボーイズ ○3-1
11/20 3回戦 東筑ライオンズ ○13-4
11/26 準々決勝 ツースリー大府 ○1-0

準決勝 富士ｼｬｰｸor木曽川JBC
ふれあいカップ決勝Ｔ 2回戦 井郷フレンズ
～Ｃチームリーグ戦試合予定～
ふれあいカップ 10/29 予選必須 逢妻ファイターズ ○不戦勝

7/16 予選必須 東郷ファイヤーズ ○11-4
7/31 予選必須 堤スターズ ○12-8
5/1 予選必須 三好コミュニティーズ ○19-1
10/1 予選必須 三好スターズ ○20-0
7/24 予選 ドリームボーイズ ●6-7
5/29 予選 南部少年野球クラブ ●7-8

予選 井郷フレンズ 未消化
7/23 予選 豊田サンボーイズ ○14-4
9/10 予選 あざみクラブ ○7-4

Dチーム勝敗　4勝1敗
～Ｄチームリーグ戦試合予定～
ふれあいカップ決勝Ｔ 1回戦
～Ｄチームリーグ戦試合予定～
ふれあいカップ 9/25 予選必須 豊田サンボーイズ ○13-2

10/1 予選必須 山の手少年野球クラブDK●6-9
10/26 予選必須 高嶺JEL ○9-0
10/2 予選 矢作バンビーズ ○10-1
11/6 予選 三好スターズ1 ○28-0

予選 青木グレート
予選 市木フェニックス
予選 上郷ノーティーボーイズ


