
６年生(4期生）
試合日 対戦チーム スコア 場　所 大　 会　 名

1 3/12 差間フェニックス ○14-7 安行ＳＣ 練習試合

2 3/21 西川口タイガース ○ 5-1 神根グランド 第120回川口市大会①

3 3/26 鳩ヶ谷ウィングス ● 4-5 神根グランド 第120回川口市大会②

4 4/9 前川ジャガーズ ○31-2 神根グランド 北支部リーグ戦①

5 4/16 里みどりが丘パワーズ ○17-0 ＳＫＩＰグランド 北支部リーグ戦②

6 4/23 北園キングホークス ○4-4（6-4） 芝園小 北支部リーグ戦③

7 4/29 北川口アタッカーズ ○ 9-0 芝園小 北支部リーグ戦④

8 5/3 笹目東イーグルス ● 0-2 道満ソフトグランド 練習試合

9 5/7 青北サンクス ○27-0 神根グランド 北支部リーグ戦⑤

10 5/14 川口ドラゴンズ ○10-4 神根グランド 北支部リーグ戦⑥

11 5/22 喜沢ウィングス △ 5-5 道満グランド 練習試合

12 5/29 新曽北ドルフィンズ ● 0-1 道満グランド ヤクルト選抜大会①

13 6/2 沼影少年野球クラブ ○21-0 芝富士小 練習試合

14 6/18 クラブ朝日 ○ 7-2 川口市営球場 第121回川口市大会①

15 6/25 差間フェニックス ○ 9-0 神根グランド 第121回川口市大会②

16 7/10 北園キングホークス ○ 8-1 神根グランド 第121回川口市大会③

17 7/10 川口ドラゴンズ ○ 7-5 紙根グランド 第121回川口市大会 決勝

18 7/18 やまと野球クラブ ○ 7-5 西新井橋グランド 東武杯大会①

19 7/18 高輪クラブ ●3-3（0-5） 西新井橋グランド 東武杯大会②

20 7/24 喜沢ウィングス ○ 2-1 秋ヶ瀬グランド ＫＴＵ交流①

21 8/21 戸田リトルジャイアンツ ○ 9-8 芝富士小 ＫＴＵ交流②

22 8/28 両新田レオーズ ○ 2-0 川口市営球場 スポーツ少年団 県南大会①

23 9/3 光ジャガーズ ○ 7-0 神根グランド スポーツ少年団 県南大会②

24 9/3 高尾アローズ ○ 5-4 神根グランド スポーツ少年団 県南大会③

25 9/4 北原ウィングス ● 5-6 神根グランド スポーツ少年団 県南大会④

26 9/19 鴻巣アカミネ ○12-2 神根グランド 川口市近隣大会①

27 10/1 高砂ヤンキース ○ 9-1 神根グランド 川口市近隣大会②

28 10/2 新曽北ドルフィンズ ○ 6-0 神根グランド 川口市近隣大会③

29 10/2 川口ドラゴンズ ○ 8-1 神根グランド 川口市近隣大会④

30 10/8 三室ホークス ○ 8-1 舟戸グランド 川口市近隣大会 決勝

31 10/15 鳩ヶ谷ドリームス ○15-2 芝富士小 一発貫太大会①

32 10/16 長瀞ジャイアンツ ○ 8-7 吉見総合グランド スポーツ少年団 埼玉県大会①

33 10/23 北川辺ウォーターズ ●3-3（0-4） 吉見総合グランド スポーツ少年団 埼玉県大会②

34 10/30 川口トニーズ ○10-9 柳根公園 一発貫太大会②

35 11/6 沼影少年野球クラブ ○ 9-2 芝富士小 ＫＴＵ交流③

36 11/13 戸塚イーグルス ○12-0 芝スポーツＳ 第122回川口市大会①

37 11/13 浦和エンデバーズ ○ 2-1 芝富士小 一発貫太大会③

38 11/20 青木中央ツインズ ○11-1 東スポーツＳ 第122回川口市大会②

39 11/23 川口ドラゴンズ ○ 3-0 神根グランド 第122回川口市大会③

40 11/23 西川口タイガース ○ 7-3 神根グランド 第122回川口市大会 決勝

41 11/26 笹目東イーグルス ○ 5-4 道満グランド ＫＴＵ交流④

42 12/4 差間フェニックス ○ 6-1 蕨シニアグランド 蕨シニア杯①

43 12/10 戸田南サンダース ○ 8-2 蕨シニアグランド 蕨シニア杯②

44 12/10 新曽ボンバーズ ○11-0 蕨シニアグランド 蕨シニア杯③

45 12/17 川口ドラゴンズ ●4-4（0-2） 蕨シニアグランド 蕨シニア杯④

46 12/17 大宮フレンド ○ 3-2 芝富士小 一発貫太大会④

47 12/18 美園ドリームス ● 1-4 芝富士小 一発貫太大会 決勝

48 1/21 北園キングホークス ○ 6-0 在家小 卒団交流大会①

49 1/22 鳩ヶ谷ドリームス ○16-3 芝富士小 卒団交流大会②

50 2/18 赤井少年野球クラブ ○ 8-2 芝富士小 卒団交流大会③

平成28年度(2016年度）   試合結果



５年生
試合日 対戦チーム スコア 場　所 大　 会　 名

1 5/03 笹目東イ－グルス ●0-11 道満グランド 練習試合

2 5/22 喜沢ウィングス ● 2-9 道満グランド 練習試合

3 6/25 北園キングホークス ● 0-9 北支部5年生リーグ戦①

4 7/18 本村クラブ ● 1-6 越谷総合公園 東武杯大会

5 9/11 北川口アタッカーズ ○ 4-3 上谷沼グランド 北支部5年生リーグ戦②

6 10/10 川口ドラゴンズ ●1-11 芝園小 北支部6年生リーグ戦③

7 10/30 前川ジャガーズ ● 4-6 芝富士小 北支部7年生リーグ戦④

8 12/4 川口レッドホークス ○ 9-0 西沼グランド 若獅子大会①

9 12/10 里みどりが丘パワーズ ○ 9-7 芝富士小 北支部5年生リーグ戦⑤

10 12/11 青木サンガーズ ●1-19 西沼グランド 若獅子大会②

11 1/21 道祖土フェニックス ● 4-6 道祖土小 近隣ジュニアリーグ①

12 2/04 浦和エンデバーズ ○ 9-6 芝富士小 近隣ジュニアリーグ②

13 2/05 木崎ラインズ △ 4-4 芝富士小 近隣ジュニアリーグ③

14 2/12 沼影少年野球クラブ ● 1-6 芝富士小 近隣ジュニアリーグ④

４年生
試合日 対戦チーム スコア 場　所 大　 会　 名

1 7/23 戸田リトルジャイアンツ ●1-18 芝園小 ＫＴＵ交流大会

2 10/10 新曽ボンバーズ ●0-24 新曽小 近隣スーパージュニア①

3 10/15 南浦和アタックス ●2-22 大谷場東小 近隣スーパージュニア②

4 10/22 蕨南町サザンクロス ●3-13 蕨南小 近隣スーパージュニア③

5 11/5 加茂川ワイルドダックス ●1-16 植水小 近隣スーパージュニア④

6 11/6 青北サンクス ● 7-8 芝スポーツセンター 北支部4年生トーナメント大会

7 11/27 ストロンガー ● 7-8 芝富士小 近隣スーパージュニア⑤

３年生
試合日 対戦チーム スコア 場　所 大　 会　 名

1 5/22 里みどりが丘パワーズ ○11-6 芝富士小 ティーボール大会①

2 5/22 川口ドラドンズ ●3-15 芝富士小 ティーボール大会②

3 5/22 北川口アタッカーズ ○12-19 芝富士小 ティーボール大会③

卒団生(3期生）
試合日 対戦チーム #VALUE! 場　所 大　 会　 名

1 1/23 鳩ヶ谷ドリームス ● 0-13 在家小 卒団交流大会

深井優成､小西虎衛門､金田優太､清水慶斗､賀川勇輝

試合日 対戦チーム スコア 場　所 大　 会　 名

1 6/26 与野スーパースターズ ○ 6-5 飯能市民球場 埼玉県学童大会①

2 7/2 三芳クラブ ● 1-4 飯能市民球場 埼玉県学童大会②

   川口北クラブ（川口北支部選抜）


