
平成２１年度（２００９） 

第４０回大会（加盟６５チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４０回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 片町亭（初） 準優勝 長田ヤンキース 

第２９回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 バンディッツ（初） 準優勝 男 侍 

第１９回 金沢市長杯選手権大会 優勝 ラックドルフィンズ（初） 準優勝 浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽﾞ 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 片町亭（４）  イエローリーグ 優勝 ＡＫクラブ（初） 

レッドリーグ 優勝 キングガルフ（初）  グリーンリーグ 優勝 金豪ｓｕｎｓ（初） 

ブラックリーグ 優勝 ピンクサウンド（初）     

 

最高殊勲選手 山田 啓一 （片町亭）  敢闘選手 酒井 崇旭 (長田ヤンキース) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

ブルーリーグ イエローリーグ レッドリーグ グリーンリーグ ブラックリーグ 

①片町亭(19) ①ＡＫクラブ(11) ①キングガルフ(34) ①金豪 suns(初) ①ﾋﾟﾝｸｻｳﾝﾄﾞ(初) 

②GF 金沢(17) ②ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷｬｯｽﾙｽﾞ(3) ②ジャポーン(3) ②男 侍(初) ②夢邪鬼(7) 

③長田ﾔﾝｷｰｽ(26) ③ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ(17) ③Dreams(9) ③チャコ丸(初) ③パニッシュ(31) 

④ダッコマン(12) ④ファンクス(32) ④楽珍クラブ(14) ④シティークラブ(29) ④アントール(3) 

⑤ハイセンス(31) ⑤ﾊﾟｰﾙｸｨｰﾝ(20) ⑤ハングローズ(6) ⑤アビッツ(初) ⑤ミストラル(12) 

⑥金沢ｽﾀｰｽﾞ(24) ⑥バンディッツ(12) ⑥櫻 樹(5) ⑥アサヒ(2) ⑥無 双(2) 

⑦ニコフ金沢(12) ⑦スピリッツ(20) ⑦ﾗｯｸﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ(2) ⑦タンチーズ(8) ⑦ブンターズ(14) 

⑧アートフード(7) ⑧Free Wayｓ(5) ⑧輝(9) ⑧ムートンズ(9) ⑧エンペラーズ(10) 

⑨澁谷工業(5) ⑨美技ナーズ(6) ⑨パブス(4) ⑨浪 花(28) ⑨サンクス(初) 

⑩ﾜｲﾙﾄﾞﾀｲｶﾞｰ(39) ⑩アッパーズ(34) ⑩ボーダーズ(11) ⑩浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽﾞ(8) ⑩グリフィンズ(16) 

⑪ドットウェブ(33) ⑪ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ(30) ⑪バイタミンズ(7) ⑪アスレチックス(19) ⑪Red Bullets(初) 

⑫ドルフィンズ(11) ⑫姫虎クラブ(20) ⑫バグース(15) ⑫MT ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ(21) ⑫オンワード(9) 

⑬倉庫精練(19) ⑬粟鞍ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ ⑬トマホーク(10) ⑬麒 麟(3) ⑬ｽｰﾌﾟﾚｯｸｽ(21) 

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ･ｶﾌｪ→片町亭 姫クラブ→姫虎クラブ チーム北野→櫻樹 アサヒ装設→アサヒ  

八松苑→ﾜｲﾙﾄﾞﾀｲｶﾞｰ     

 

  



平成２２年度（２０１０） 

第４１回大会（加盟５９チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４１回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 ＭＡＩＹＵＲＩ（初） 準優勝 倉庫精練 

第３０回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 ＧＦ金沢（３） 準優勝 ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ 

第２０回 金沢市長杯選手権大会 優勝 シティークラブ（初） 準優勝 スピリッツ 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 ＭＡＩＹＵＲＩ（５）  イエローリーグ 優勝 男 侍（初） 

レッドリーグ 優勝 ドルフィンズ（初）  グリーンリーグ 優勝 歓（初） 

ブラックリーグ 優勝 ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ（初）     

 

最高殊勲選手 中村 誠 （ＭＡＩＹＵＲＩ）  敢闘選手 山崎 大吾 (倉庫精練) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

ブルーリーグ イエローリーグ レッドリーグ グリーンリーグ ブラックリーグ 

①MAIYURI (20) ①男 侍(2) ①ドルフィンズ(12) ①歓(初) ①ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ(初) 

②バンディッツ(13) ②倉庫精練(20) ②姫虎クラブ(21) ②白山機工(初) ②エンペラーズ(11) 

③長田ﾔﾝｷｰｽ(27) ③ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ(18) ③バイタミンズ(8) ③アビッツ(2) ③MIT(22) 

④金沢ｽﾀｰｽﾞ(25) ④澁谷工業(6) ④Dreams(10) ④サンクス(2) ④ｼﾃｨｰｸﾗﾌﾞ(30) 

⑤GF 金沢(18) ⑤美技ナーズ(7) ⑤アッパーズ(35) ⑤ｷｬｯﾁｬｰﾗｲﾅｰｽﾞ(初) ⑤マイナーズ(初) 

⑥ニコフ金沢(13) ⑥ﾊﾟｰﾙｸｨｰﾝ(21) ⑥ファンクス(33) ⑥RedBullets(2) ⑥浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽﾞ(9) 

⑦キングガルフ(35) ⑦スピリッツ(21) ⑦アートフード(8) ⑦ブンターズ(15) ⑦AKB(初) 

⑧ＡＫクラブ(12) ⑧ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ(31) ⑧パブス(5) ⑧タンチーズ(9) ⑧トマホーク(11) 

⑨ダッコマン(13) ⑨ボーダーズ(12) ⑨夢邪鬼(8) ⑨ｱｽﾚﾁｯｸｽ(20) ⑨ムートンズ(10) 

⑩ハイセンス(32) ⑩ドットウェブ(34) ⑩ﾗｯｸﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ(3) ⑩ｽｰﾌﾟﾚｯｸｽ(22) ⑩アントール(4) 

⑪ﾜｲﾙﾄﾞ・ﾀｲｶﾞｰ(40) ⑪櫻 樹(6) ⑪ハングローズ(7) ⑪バグース(16) ⑪グリフィンズ(17) 

⑫ジャポーン(4) ⑫輝(10) ⑫Free Ways(6)  ⑫アサヒ(3) 

片町亭→MAIYURI    MT ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ→MIT 

     

     

 

  



平成２３年度（２０１１） 

第４２回大会（加盟５７チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４２回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 ＭＡＩＹＵＲＩ（２） 準優勝 ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽ･ｼﾞｭﾆｱ 

第３１回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 アートフード(初) 準優勝 パリティンズ 

第２１回 金沢市長杯選手権大会 優勝 ボーダーズ(初) 準優勝 マイナーズ 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 ＭＡＩＹＵＲＩ（６）  イエローリーグ 優勝 AK クラブ（初） 

レッドリーグ 優勝 ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ（初）  グリーンリーグ 優勝 パリティンズ（初） 

ブラックリーグ 優勝 ノーランズ（初）、加賀東芝ｿﾘﾃｨｱ（初）   

 

最高殊勲選手 薮下 仁 （ＭＡＩＹＵＲＩ）  敢闘選手 小竹 浩嗣 (ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽ･ｼﾞｭﾆｱ) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

ブルーリーグ イエローリーグ レッドリーグ グリーンリーグ ブラックリーグ 

①MAIYURI(21) ①ＡＫクラブ(13) ①ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽ･ｼﾞｭﾆｱ(2) ①パリティンズ(初) ①ノーランズ(初) 

②ニコフ金沢(14) ②ﾜｲﾙﾄﾞ･ﾀｲｶﾞｰ(41) ②アッパーズ(36) ②ｼﾃｨｰｸﾗﾌﾞ(31) ①加賀東芝ｿﾘﾃｨｱ(初) 

③男 侍(3) ③美技ナーズ(8) ③ダッコマン(14) ③ブンターズ(16) ③サンクス(3) 

④ハイセンス(33) ④歓(2) ④アートフード(9) ④Free Ways(7) ④ＡＫＢ(2) 

⑤ＧＦ金沢(19) ⑤Dreams(11) ⑤ﾊﾟｰﾙｸｨｰﾝ(21) ⑤浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽﾞ(10) ⑤マイナーズ(2) 

⑥長田ﾔﾝｷｰｽ(28) ⑥ﾗｯｸﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ(4) ⑥ドットウェブ(35) ⑥アビッツ(3) ⑥タンチーズ(10) 

⑦錬乙東条(21) ⑦ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ(19) ⑦ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ(32) ⑦トマホーク(12) ⑦グリフィンズ(18) 

⑧金沢ｽﾀｰｽﾞ(26) ⑧パブス(6) ⑧バイタミンズ(9) ⑧アントール(5) ⑧ムートンズ(11) 

⑨バンディッツ(14) ⑨ファンクス(34) ⑨白山機工(2) ⑨アスレチックス(21) ⑨RedBullets(3) 

⑩ドルフィンズ(13) ⑩ボーダーズ(13) ⑩渋谷工業(7) ⑩ジャポーン(初) ⑩輝(11) 

⑪キングガルフ(36) ⑪スピリッツ(22) ⑪ハングローズ(8)  ⑪ＭＩＴ(23) 

⑫姫虎クラブ(22) ⑫エンペラーズ(12) ⑫夢邪鬼(9)   

倉庫精練→錬乙東条     

     

     

 

 

  



平成２４年度（２０１２） 

第４３回大会（加盟５５チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４３回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 鮨舟パリティンズ（初） 準優勝 澁谷工業 

第３２回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 長田ヤンキース(３) 準優勝 ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽ・ｼﾞｭﾆｱ 

第２２回 金沢市長杯選手権大会 優勝 サタデーナイト(初) 準優勝 姫虎クラブ 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 ＧＦ金沢（初）  イエローリーグ 優勝 ﾗｯｸﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ（初） 

レッドリーグ 優勝 加賀東芝ｿﾘﾃｨｱ（初）  グリーンリーグ 優勝 タンチーズ（初） 

ブラックリーグ 優勝 浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽﾞ（初）   

 

最高殊勲選手 山田 貴春 （鮨舟ﾊﾟﾘﾃｨﾝｽﾞ）  敢闘選手 中澤 均 (澁谷工業) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

ブルーリーグ イエローリーグ レッドリーグ グリーンリーグ ブラックリーグ 

①GF 金沢(20) ①ﾗｯｸﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ(5) ①加賀東芝ｿﾘﾃｨｱ(2) ①タンチーズ(11) ①浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽﾞ(11) 

②MAIYURI(22) ②鮨舟・ﾊﾟﾘﾃｨﾝｽﾞ(2) ②澁谷工業(8) ②ＡＫＢ(3) ②マイナーズ(3) 

③ハイセンス(34) ③美技ナーズ（9） ③フューチャーズ(20) ③ムートンズ(12) ③夢邪鬼(10) 

④ニコフ金沢(15) ④錬乙東条（22） ④ドットウェブ(36) ④櫻 樹(初) ④サタデーナイト(初) 

⑤ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ(3) ⑤スピリッツ（23） ⑤ダッコマン(15) ⑤ブンターズ(17) ⑤ＭＩＴ(24) 

⑥長田ﾔﾝｷｰｽ(29) ⑥パブス（7） ⑥ドルフィンズ(14) ⑥アントール(6) ⑥輝(12) 

⑦アッパーズ（37） ⑦サンクス（4） ⑦ファンクス(35) ⑦金石ｲﾙﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ(初) ⑦トマホーク(13) 

⑧アートフード（10） ⑧ﾊﾟｰﾙｸｨｰﾝ（22） ⑧シティークラブ(32) ⑧アビッツ(4) ⑧RedBullets(4) 

⑨ＡＫクラブ（14） ⑨歓（3） ⑨姫虎クラブ(23) ⑨アスレチックス(22) ⑨グリフィンズ(19) 

⑩金沢ｽﾀｰｽﾞ（27） ⑩ボーダーズ（14） ⑩Ｄｒｅａｍｓ（12） ⑩ハングローズ(9) ⑩ミストラル(初) 

⑪バンディッツ（15） ⑪ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ（33） ⑪バイタミンズ(10)    

⑫ﾜｲﾙﾄﾞﾀｲｶﾞｰ（42） ⑫白山機工（3）     

 ﾊﾟﾘﾃｨﾝｽﾞ→鮨舟ﾊﾟﾘﾃｨﾝｽﾞ    

     

     

 

 

 

  



平成２５年度（２０１３） 

第４４回大会（加盟５１チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４４回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ（初） 準優勝 鮨舟パリティンズ 

第３３回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 長田ヤンキース(４) 準優勝 加賀東芝 

第２３回 金沢市長杯選手権大会 優勝 ニコフ金沢(初) 準優勝 ハイセンス 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ（初）  イエローリーグ 優勝 ドットウェブ（初） 

レッドリーグ 優勝 姫虎クラブ（初）  グリーンリーグ 優勝 輝（初） 

     

 

最高殊勲選手 浜野 智也 （ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ）  敢闘選手 駒井 慎弥 (鮨舟ﾊﾟﾘﾃｨﾝｽﾞ) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

ブルーリーグ イエローリーグ レッドリーグ グリーンリーグ 

①ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ（4） ①ドットウェブ(37) ①姫虎クラブ(24) ①輝(13) 

②PEACE ALLIANCE(23) ②金沢スターズ(28) ②サタデーナイト（2） ②トマホーク（14） 

③鮨舟・パリティンズ(3) ③歓(4) ③パブス(8) ③アビッツ(5) 

④ラックドルフィンズ(6) ④スピリッツ（２４） ④ＡＫクラブ(15) ④ｷﾝｸﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ(初) 

⑤長田ヤンキース(30) ⑤浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽ(12)ﾞ ⑤ダッコマン(16) ⑤ブンターズ(18) 

⑥加賀東芝(3) ⑥美技ナーズ(10) ⑥フューチャーズ(21) ⑥金石ｲﾙﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ(2) 

⑦ＧＦ金沢(21) ⑦ムートンズ(13) ⑦ファンクス(36) ⑦グリフィンズ(20) 

⑧澁谷工業(9) ⑧シティークラブ(33) ⑧マイナーズ(4) ⑧RedBullets(5) 

⑨ニコフ金沢(16) ⑨バイタミンズ(11) ⑨ﾜｲﾙﾄﾞﾀｲｶﾞｰｽ（43） ⑨アスレチックス(23) 

⑩アッパーズ(38) ⑩ブラックジャック(34) ⑩白山機工(4) ⑩ＭＩＴ(25) 

⑪バンディッツ(16) ⑪サンクス(5) ⑪ボーダーズ(15) ⑪ミストラル(2) 

⑫ハイセンス(35) ⑫夢邪鬼(11) ⑫櫻 樹(2) ⑫ハングローズ(10) 

⑬アートフード(11) ⑬ドルフィンズ(15)  ⑬大道割ｼﾞｬﾝｷｰｽﾞ（初） 

MAIYURI→PEACE ALLIANCE    

加賀東芝ｿﾘﾃｨｱ→加賀東芝    

 

 

 

 



平成２６年度（２０１４） 

第４５回大会（加盟４８チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４５回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 鳥珍や（初） 準優勝 ＧＦ金沢 

第３４回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 PEACE ALLIANCE（初） 準優勝 サタデーナイト 

第２４回 金沢市長杯選手権大会 優勝 夢邪鬼（初） 準優勝 ファンクス 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 鳥珍や（初）  イエローリーグ 優勝 アッパーズ（初） 

レッドリーグ 優勝 バンディッツ（初）  グリーンリーグ 優勝 ＷＡＴＺ（初） 

     

 

最高殊勲選手 上出 純平 （鳥珍や）  敢闘選手 津田 拓也 (GF 金沢) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

ブルーリーグ イエローリーグ レッドリーグ グリーンリーグ 

 ①鳥珍や(17)  ①アッパーズ(39)  ①バンディッツ(初)  ①ＷＡＴＺ(初) 

 ②ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ(5)  ②ハイセンス(36)  ②アートフード(初)  ②櫻 樹(3) 

 ③ＧＦ金沢(22)  ③シティークラブ(34)  ③浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽﾞ(13)  ③金石ｲﾙﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ(3) 

 ④加賀東芝(4)  ④ブライト金沢(初)  ④パブス(9)  ④RedBullets(6) 

 ⑤ドットウェブ(38)  ⑤ＪＵＮＫＳ(44)  ⑤ダッコマン(17)  ⑤TEBASAKI(初) 

 ⑥長田ヤンキース(31)  ⑥スピリッツ(25)  ⑥トマホーク(15)  ⑥ボーダーズ(16) 

 ⑦サタデーナイト(3)  ⑦アビッツ(6)  ⑦夢邪鬼(12)  ⑦ハングローズ(11) 

 ⑧PEACE ALLIANCE(24)  ⑧美技ナーズ(11)  ⑧ｷﾝｸﾞﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ(2)  ⑧アスレチックス(24) 

 ⑨鮨舟パリティンズ(4)  ⑨白山機工(5)  ⑨ファンクス(37)  ⑨ＭＩＴ(26) 

 ⑩澁谷工業(10)  ⑩ブラックジャック(35)  ⑩サンクス(6)  ⑩大道割ｼﾞｬﾝｷｰｽﾞ(2) 

 ⑪ラックドルフィンズ(7)  ⑪フューチャーズ(22)  ⑪マイナーズ(5)  ⑪ドルフィンズ(16) 

 ⑫姫クラブ(25)  ⑫輝(14)  ⑫ムートンズ(14)   

 ⑬金沢スターズ(29) ﾜｲﾙﾄﾞﾀｰｶﾞｰｽ→JUNKS    

ニコフ金沢→鳥珍や 

姫虎クラブ→姫クラブ 

   

    

 

  



平成２７年度（２０１５） 

第４６回大会（加盟４４チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４６回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 PEACE ALLIANCE（初） 準優勝 アッパーズ 

第３５回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 澁谷工業（初） 準優勝 加賀東芝 

第２５回 金沢市長杯選手権大会 優勝 フューチャーズ（２） 準優勝 美技ナーズ 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 PEACE ALLIANCE  イエローリーグ 優勝 ﾗｯｸﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ 

レッドリーグ 優勝 ＪＵＮＫＳ  グリーンリーグ 優勝 スピリッツ 

     

 

最高殊勲選手 山田 啓一 (PEACE ALLIANCE）  敢闘選手 野松 和輝 (アッパーズ) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

ブルーリーグ イエローリーグ レッドリーグ グリーンリーグ 

①PEACE ALLIANCE(25) ①ラックドルフィンズ(8) ①ＪＵＮＫＳ(45) ①スピリッツ(26) 

②サタデーナイト(4) ②メビウス(14) ②夢邪鬼(13) ②澁谷工業(11) 

③長田ヤンキース(32) ③アビッツ(7) ③姫クラブ(26) ③シティークラブ(35) 

④ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ(6) ④ファンクス(38) ④パブス(10) ④ダッコマン(18) 

⑤アッパーズ(40) ⑤ブライト金沢(2) ⑤美技ナーズ(12) ⑤ＷＡＴＺ(2) 

⑥鳥珍や(18) ⑥トマホーク(16) ⑥金沢スターズ(30) ⑥ドルフィンズ(17) 

⑦ＧＦ金沢(23) ⑦ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｯｸ(36) ⑦ボーダーズ(17) ⑦輝(15) 

⑧鮨舟ﾊﾟﾘﾃｨﾝｽﾞ(5) ⑧櫻 樹(4) ⑧金石ｲﾙﾍﾞｲｽﾀｰｽﾞ(4) ⑧RedBullets(7) 

⑨ハイセンス(37) ⑨アスレチックス(25) ⑨フューチャーズ(23) ⑨マイナーズ(6) 

⑩アートフード(3) ⑩TEBASAKI(2) ⑩サンクス(7) ⑩白山機工(6) 

⑪加賀東芝(5) 浅野川ｵｰﾙﾄﾞﾎﾞｰｲｽﾞ→メビウス ⑪ＭＩＴ(27) ⑪ハングローズ(12) 

⑫ドットウェブ(39)    

    

    

    

 

 

  



平成２８年度（２０１６） 

第４７回大会（加盟３９チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４７回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 PEACE ALLIANCE（２） 準優勝 長田ヤンキース 

第３６回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 スピリッツ（初） 準優勝 ドットウェブ 

第２６回 金沢市長杯選手権大会 優勝 シティークラブ（２） 準優勝 ハングローズ 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 鳥珍や  イエローリーグ 優勝 夢邪鬼 

    レッドリーグ 優勝 パブス 

     

 

最高殊勲選手 山田 啓一 (PEACE ALLIANCE）  敢闘選手 小川 拓真 (長田ヤンキース) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

 ブルーリーグ  イエローリーグ  レッドリーグ  

①  鳥珍や（19） ①  夢邪鬼(14) ① パブス(11) 

②  PEACE ALLIANCE(26) ②  ドルフィンズ(18) ② メビウス(15) 

③  ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ(7) ③  ドットウェブ(40) ③  金沢スターズ(31) 

④  長田ヤンキース(33) ④  美技ナーズ(13) ④  姫クラブ(27) 

⑤  加賀東芝(6) ⑤  トマホーク(17) ⑤  Red Ballets(8) 

⑥  ハイセンス(38) ⑥  ハングローズ(13) ⑥  キングドルフィンズ(初) 

⑦  アッパーズ(41) ⑦  アビッツ(8) ⑦  輝(16) 

⑧  サタデーナイト(5) ⑧  ＷＡＴＺ(3) ⑧  ファンクス(39) 

⑨  スピリッツ(27) ⑨  櫻 樹(5) ⑨  サンクス(8) 

⑩  アートフード(4) ⑩  マイナーズ(7) ⑩  フューチャーズ(24) 

⑪  澁谷工業(12) ⑪  ダッコマン(19) ⑪  ブラックジャック(37) 

⑫  ラックドルフィンズ(9) ⑫  ボーダーズ(18) ⑫  ＭＩＴ(28)    

⑬  ＪＵＮＫＳ(46) ⑬  シティークラブ(36) ⑬  アスレチックス(26)   

        

        

 

 

 

  



平成２９年度（２０１７） 

第４８回大会（加盟４０チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４８回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 PEACE ALLIANCE（３） 準優勝 夢邪鬼 

第３７回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 イルベイスターズ（初） 準優勝 ﾌﾞﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｭﾆｱ 

第２７回 金沢市長杯選手権大会 優勝 キングドルフィンズ（初） 準優勝 輝 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 長田ヤンキース  イエローリーグ 優勝 のんある 

    レッドリーグ 優勝 ドットウェブ 

     

 

最高殊勲選手 上平 祐也 (PEACE ALLIANCE）  敢闘選手 堀 大和 (夢邪鬼) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

 ブルーリーグ  イエローリーグ  レッドリーグ  

① 長田ヤンキース(34) ① のんある (初) ① ドットウェブ (41) 

② 鳥珍や (20) ② ＷＡＴＺ (4) ② 澁谷工業 (13) 

③ 夢邪鬼 (15) ③ イルベイスターズ(初) ③ ＪＵＮＫＳ (47) 

④ PEACE ALLIANCE(27) ④ ラックドルフィンズ(10) ④ 姫クラブ (28) 

⑤ ドルフィンズ (19) ⑤ 金沢スターズ(32) ⑤ シティークラブ (37) 

⑥ 加賀東芝 (7) ⑥ 美技ナーズ (14) ⑥ ダッコマン (20) 

⑦ アッパーズ (42) ⑦ ハングローズ(14) ⑦ トマホーク (18) 

⑧ ブライダースジュニア(8) ⑧ サンクス (9) ⑧ pice of cake (初) 

⑨ サタデーナイト(6)  ⑨ マイナーズ (8) ⑨ ファンクス (40) 

⑩ パブス (12) ⑩ ボーダーズ (19) ⑩ キングドルフィンズ(2) 

⑪ アートフード (5) ⑪ Red Ballets（9） ⑪ 櫻 樹 (6) 

⑫ スピリッツ (28) ⑫ 輝 (17) ⑫ ＭＩＴ (29)    

⑬ メビウス (16) ⑬ 

⑭ 

アスレチックス(27) 

ブラックジャック(38) 

⑬ フューチャーズ(25)   

        

        

 

 

 

  



平成３０年度（２０１８） 

第４９回大会（加盟４０チーム） 

戦績（選手権大会） 

第４９回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 鳥珍や（２） 準優勝 夢邪鬼 

第３８回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 澁谷工業（２） 準優勝 イルベイスターズ 

第２８回 金沢市長杯選手権大会 優勝 櫻 樹（初） 準優勝 トマホーク 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 PEACE ALLIANCE  イエローリーグ 優勝 パブス 

    レッドリーグ 優勝 メビウス 

     

 

最高殊勲選手 不破 大誠 (鳥珍や）  敢闘選手 北  聖 (夢邪鬼) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

 ブルーリーグ  イエローリーグ  レッドリーグ  

① PEACE ALLIANCE(28) ① パブス(13) ① メビウス(17) 

② IDEARGP ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ(20) ② スピリッツ(29) ② サタデーナイト(7) 

③ 夢邪鬼(16) ③ 金沢スターズ(33) ③ ラックドルフィンズ(11) 

④ 鳥珍や(21) ④ ＪＵＮＫＳ(48) ④ アートフード(6) 

⑤ アッパーズ(43) ⑤ Red Ballets(10) ⑤ 姫クラブ(29) 

⑥ 澁谷工業(14) ⑥ 櫻 樹(7) ⑥ ダッコマン(21) 

⑦ のんある(2) ⑦ ファンクス(41) ⑦ 美技ナーズ(15) 

⑧ 長田ヤンキース(35) ⑧ シティークラブ(38) ⑧ キングドルフィンズ(3) 

⑨ イルベイスターズ(2) ⑨ フューチャーズ(26) ⑨ サンクス(10) 

⑩ ドットウェブ(42) ⑩ トマホーク(19) ⑩ piece of cske(2) 

⑪ ＷＡＴＺ(5) ⑪ マイナーズ(9) ⑪ 輝(18) 

⑫ ＲＡＴ’Ｓ(8) ⑫ アスレチックス(28) ⑫ ボーダーズ(20)    

⑬ ブライダースジュニア(9) 

加賀東芝→RAT’S 

ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ→IDEARGP ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ 

⑬ 

 

ハングローズ(15) ⑬ 

⑭ 

ブラックジャック(39) 

ＭＩＴ(30) 

  

        

        

 

 

 



令和元年度（２０１９） 

第５０回大会（加盟３４チーム） 

戦績（選手権大会） 

第５０回 北陸中日旗争奪選手権大会 優勝 パブス（初） 準優勝 ドットウェブ 

第３９回 石川テレビ旗選抜選手権大会 優勝 サタデーナイト（初） 準優勝 IDEARGP ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ 

第２９回 金沢市長杯選手権大会 優勝 アートフード（初） 準優勝 トマホーク 

（リーグ戦） 

ブルーリーグ                 優勝 パブス  イエローリーグ 優勝 ラックドルフィンズ 

    レッドリーグ 優勝 シティークラブ 

     

 

最高殊勲選手 山下 睦貴 (パブス）  敢闘選手 亀井 勇樹 (ドットウェブ) 

 

 リ ー グ 戦 戦 績 表  （ ）内の数字は出場回数 

      

 ブルーリーグ  イエローリーグ  レッドリーグ  

① パブス(14) ① ラックドルフィンズ(12) ① シティークラブ(39) 

② アッパーズ(44) ② ドットウェブ(43) ② ＷＡＴＺ(6) 

③ 鳥珍や(22) ③ 姫クラブ(30) ③ 櫻 樹(8) 

④ PEACE ALLIANCE(29) ④ 金沢スターズ(34) ④ ブライダースジュニア(10) 

⑤ 長田ヤンキース(36) ⑤ フューチャーズ(27) ⑤ ダッコマン(22) 

⑥ 夢邪鬼(17) ⑥ マイナーズ(10) ⑥ キングドルフィンズ(4) 

⑦ IDEARGP ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ(21) ⑦ Red Ballets(11) ⑦ アートフード(7) 

⑧ のんある(3) ⑧ ＲＡＴ’Ｓ(9) ⑧ ＪＵＮＫＳ(49) 

⑨ イルベイスターズ(3) ⑨ ブラックジャック(40) ⑨ ＭＩＴ(31) 

⑩ メビウス(18) ⑩ ボーダーズ(21) ⑩ トマホーク(20) 

⑪ 澁谷工業(15)   ⑪ アスレチックス(29) 

⑫ サタデーナイト(8)        

⑬ スピリッツ(30)  

 

  

 

   

        

 


