
第21回　春の全国小学生ドッジボール選手権　ブロック大会出場チーム

北海道ブロック大会出場チーム Ｄ1 北信越ブロック大会出場チーム Ｄ1 中国ブロック大会出場チーム Ｄ1
優勝 対雁Ｖブルーウィング 道央3・江別市 優勝 福光サンダージュニア 富山1 優勝 平井熱闘ビクトリー 岡山3
準優勝 大角ボーイズ 道北1・富良野市 準優勝 ビクトリーやまと 新潟2 準優勝 倉敷ブラックファイターズ 岡山2
第三位 ＳＨＩＮＡＮＯ　ＤＢＣ 道央2・千歳市 第三位 ＴＥＡＭ★ＳＰＩＲＩＴＳ 長野3 第三位 ぶらんどＰＡＲＳＬＥＹ山本 広島1
第四位 元江別レッド・ソルジャー 道央・江別市 第四位 笹岡ビクトリー 新潟3 第四位 児島ビッグサンダーズ 岡山4
BEST8 祝梅ゴッドファイターズ 道央1・千歳市 BEST8 Ａ☆Ｓキッズ 長野2 BEST8 鹿田メタルファイターズ 岡山5
BEST8 扇山ビクトリーズ 道北3・富良野市 BEST8 加茂レッドファイヤー 新潟4 BEST8 下関NEO・Dキッズ 山口1
BEST8 スーパーダイヤモンズ 道央4・江別市 BEST8 寺井クラブ 石川1 BEST8 くろぼくガッツエース 鳥取1
BEST8 北郷ファイターズ 道央・札幌市 BEST8 長沢ブルーモンスターズ 新潟1 BEST8 南部ブルーサンダース 鳥取3
BEST16 知内ニラパワーズ 道南1・知内町 BEST16 ＳＡＫＵＲＡ 長野4 BEST12 中央スカイファイターズ 広島5
BEST16 静内桜丘ファイターズ 道東2・新ひだか町 BEST16 Ｙ．Ｄ．Ｔｈｉｓ 新潟5 BEST12 明日華クラブ 岡山1
BEST16 江東ベルファスト 道央・江別市 BEST16 しただレインボー 新潟8 BEST12 仁保っ子ファイターズ 山口4
BEST16 札幌ディパーズ 道央・札幌市 BEST16 鵜川ミラクルフェニックス 石川2 BEST12 呉　大和キャンフォノス 広島2
BEST16 神風クレインズ 道央・江別市 BEST16 若槻ＴＯＰＧＵＮ 長野1 湯田ドッジファイターズ 山口2
BEST16 本小お子さまランチセット 胆振1・室蘭市 BEST16 中郷ドッジボールクラブ 福井4 神戸川レッドブリッジ 島根3
BEST16 海陽少年時代 胆振3・室蘭市 BEST16 敦賀西ホワイトキッズ 福井2 ビクトリー湖山西MAX 鳥取6
BEST16 ファイヤードラゴンズ豊平 道央・札幌市 BEST16 附属ドッジファイターズ 福井1 生馬ファイターズ 島根2

桜飛球倶楽部 胆振・室蘭市 Attacks　Zero　1 富山2 くろぼくガッツボンバイエ 鳥取5
平岡キャイーンズ 道央・札幌市 Ｍ．Ｕ．Ｄ．Ｃ 新潟6 稲妻レインボーズ 広島6
鷲別ドッジーズ 胆振3・登別市 ドルフィンズ二葉 新潟7 朝山ファイターズ 島根1
ウエヒル☆メテオス 道央・札幌市 五福ダイヤモンドサンズ 富山4 大正少年ライオンズ 鳥取2
レコピージュニアーズ 胆振2・新冠町 山中ＳＰＡＲＳ 石川3 須惠小ドッジボールクラブ B 山口6
ＥＳＡＮ☆ＤＲＥＡＭ 道南3・函館市 杉ッ子ドッジファイターズ 富山3 庚午ボイジャーズ 広島4
北美原ブルーウェーブ 道南・函館市 敦賀ブラックスプラッシュ 福井3 真長田スポーツ少年団 山口5
海陽ＳＵＰＥＲ ＦＩＲＥＳ 胆振・室蘭市 米丸ドッジボールクラブ 石川4 西野フォークス 島根6
ＮＮＡＣスポーツ少年団 道東3・帯広市 Blue Phoenix EBA 広島3
海陽ＤＲＡＧＯＮ☆ＳＴＡＲＳ 胆振・室蘭市 東海ブロック大会出場チーム Ｄ1 IMミラクルファイターズ 鳥取4
東川スーパースターズ 道北2・東川町 優勝 ガッツ 愛知1 Ｋ．Ｒ．Ｄ 島根5
Ｆ．Ｒ．Ｃ． 道南3・函館市 準優勝 ＳＯＵＬＭＡＸ池田 岐阜1 勝山ドッジファイターズ 山口3
Ｄ．Ｂ．Ｃ浦河 道東1・浦河町 第三位 ＤＯＫＫＹ’Ｓ 静岡1 城北ガーディアンズ 島根4
ＥＳＡＮ☆ファイヤーズ 道南・函館市 第四位 可児オールスターズ 岐阜8 四福ＤＢＣ 岡山6
湯川アスパーズ 道南2・函館市 BEST8 焼津フェニックス 静岡2
本小ファイブ 胆振・室蘭市 BEST8 サザン’９７ 愛知B13 四国ブロック大会出場チーム Ｄ1

BEST8 西尾Ｂｌａｚｅ 愛知3 優勝 横浜ドルフィンズ 高知1
東北ブロック大会出場チーム Ｄ1 BEST8 ６ネンズ９８ 岐阜3 準優勝 北島童夢A 徳島2

優勝 クールズWING 青森1 BEST16 BMパワーズ 愛知B13 第三位 みどりんず 愛媛3
準優勝 鳥川ライジングファルコン 福島4 BEST16 広幡ドッジキッズ 静岡B8 第四位 布師田の子ども 高知6
第三位 瑠帆一世 宮城4ス BEST16 GREATバンビーニ 愛知B13 BEST8 板東ビクトリーＡ 徳島4
第四位 白二ビクトリー 福島2 BEST16 松阪ストームキャノンズ 三重1 BEST8 さくらA 愛媛1
BEST8 アルバルクキッズ 宮城1ス BEST16 上社ダイヤモンドキッズ 愛知B13 BEST8 横内レッドサンダース 高知3
BEST8 杉小キャイーンブラザーズ 宮城6 BEST16 大須ギャングスターズ☆ 愛知B15 BEST8 坂出ダブルスピリッツ 香川8
BEST8 岩沼西ファイターズ 宮城8 BEST16 ＴＳＣファイヤーズ 愛知B8 BEST16 太田ファイヤー 香川2
BEST8 栗生ファイターズ 宮城2 BEST16 UEDAキッズ 愛知B8 BEST16 北吉井ボンバーズ 愛媛2
BEST16 月小ボンバーズ 岩手3 島デビルズ 岐阜2 BEST16 善通寺クラブ 香川3
BEST16 飯田川ファイターズ 秋田5 城内キッズ 静岡3 BEST16 八万ファイヤーインパクト 徳島1
BEST16 WANOドリームズ 福島1 関スポ少「グリーンキッズ」 三重B8 BEST16 神田スマイルファイターズ 高知4
BEST16 原小ファイターズ 宮城3ス ALBATROSS 愛知B13 BEST16 国府アロウンド８８ 徳島3
BEST16 本宮ブラック･シャークス 岩手1 トルネードＤＢＴ 三重2 BEST16 ミラクルボーイズ 愛媛4
BEST16 WATSひまわり 青森2 有松T-REX 愛知B8 BEST16 高岡ブラックドラゴンズ 高知7
BEST16 須賀川ブルーインパルス 福島3 スーパー長野 静岡B8 北久米ドリームSP 愛媛6
BEST16 荒町朝練ファイターズA 宮城9 ＢＬＡＺＥ 三重4 坂出ミラクルタイガーズ 香川7

松原エンデバーズEX 山形1 ガンバベアーズ 岐阜B8 TEAM鳴門西A 徳島5
館ジャングルー 宮城7 ＢＯＮＤＳ 岐阜B8 南国鉄人クラブ 高知8
永盛ミュートス･キッズ 福島7 TOYOTA 　KATTZ 愛知4 一ツ橋ファイターズ 高知5
Pchans 宮城10 Ｆｕｊｉミラクルキッズ 静岡B8 高川原ブラックサンダー 徳島8
高松DBC 岩手2 Ｓｔｒｏｎｇ Ｓｐｉｒｉｔ 静岡9 シーアルハンター 香川6
さがえS・D・K 山形4 厚見Ｖ ＫＩＤＳ 岐阜B8 しまなみパイレーツ 愛媛7
本宮ドッジボールスポーツ少年団 福島6 木曽岬ラッキーキッズ 三重3 白峰ドッジボールクラブ 香川4
道川ジャイアンツ 秋田4 めちゃげん 岐阜4 大松フェニックス 徳島7
台原レイカーズ 宮城5 ＭＥＴＳ萩原 愛知B8 引田サンシャインジュニア 香川5
大久保ビッグファイターズ 山形3 ＤＲＥＡＭ・ＯＮＥ 三重B8 慈恵ドッジスターズ 愛媛8
常盤チャンポン2012 秋田1 香流ファイターズイーグル 愛知2 朝二スターズ 高知2
MOTOMIYA DBC 岩手4 川越ドッジ 三重B8 桜花ドッジファイターズ 愛媛5
南平田アドベンチャーズ 山形2 ハリケーンキッズ三島 静岡3 川津ファイティングキッズ 香川1
横手南かがやキッズ 秋田2 城西ビクトリー 愛知B15 佐古小ドッジボール部 徳島6
キッズソルジャー 福島5 駒越ドラゴンズ 静岡B8
払戸小ギガファイターズ 秋田3 ＴＯＰ☆ＧＵＮ 三重B8 九州ブロック大会出場チーム Ｄ1

優勝 北園学園 沖縄1
関東ブロック大会出場チーム Ｄ1 関西ブロック大会出場チーム Ｄ1 準優勝 うめちゃんズ 福岡

優勝 バイオレンス国田 茨城1 優勝 塚口ブルーファイターズ 兵庫1 第三位 オオハタブレイカーズ 大分
準優勝 隼’Ｅｉｇｈｔ 栃木1 準優勝 済南フェニックス 奈良3 第四位 リトルWink 福岡
第三位 五本松ドッジハンターズＡ 千葉1 第三位 京都YMCA童夢 京都3 BEST8 松島エンジェルズ 福岡
第四位 大谷ブルーウインズ 埼玉2 第四位 昭和ファイターズ 奈良4 BEST8 NTモンキーマジック 鹿児島
BEST8 北麓ファイターズ 山梨1 BEST8 Ddレッドフェニックス 大阪1 BEST8 高取ファイターズ 福岡
BEST8 大岩田団地ミッキーズＪｒ 茨城4 BEST8 カッツクラブ 兵庫4 BEST8 シュネル鍋島 佐賀
BEST8 デイリー相模原ボンバーズ 神奈川3 BEST8 五箇荘STRONG　BEE 滋賀3 BEST16 黒亀 大分
BEST8 プニーズ☆ＴＥＲＡＯ 群馬4 BEST8 OEブルーファイターズ 大阪2 BEST16 スクラムくまもと 熊本
BEST16 八幡小キョロちゃんファイターズ 群馬1 BEST12 大石ＳＰローリングス 滋賀2 BEST16 串木野Wピース 鹿児島
BEST16 Ｂｌｕｅ ｗａｖｅ 神奈川1 BEST12 御所イエローファルコン 奈良1 BEST16 ダイヤモンドバックス日向 宮崎
BEST16 相生ガキーズ 東京3 BEST12 Ｍ．Ｏ．Ｄ 京都2 BEST16 ケンケン闘球クラブ 沖縄2
BEST16 バディー 神奈川2 BEST12 板橋ファイヤーズ 京都1 BEST16 細島ファイターズ 宮崎
BEST16 川越小ハリケーンズ 埼玉1 東淀川ボンバーズZ 大阪3 BEST16 台小アタッカーズ 鹿児島
BEST16 フラッシュ☆キッズ 千葉4 保津川インパルス 京都4 BEST16 三股ファイターズ 宮崎
BEST16 茨城ＫＯＳＭＯ 茨城3 Tenri　Bombers　SP 奈良2 飯倉シャイニングキッズ 福岡
BEST16 豊岡ストライカーズ 群馬3 高松キングファイターズ 和歌山3 西彼ファイヤーガッツ 長崎

Ｓ・Ｔ・Ｋファイターズ 栃木3 岩出ガメラ―ズSP 和歌山1 ウエスタン☆フレバンス 長崎
ＩＳＥファイターズ 山梨4 摩耶ガッツ 兵庫2 三日月ブラックドラゴン 佐賀
韮川ファイターズ 群馬2 四箇郷ドッジボールクラブ 和歌山2 旭フェニックス 長崎
岩舟Ｇｅｔ'ｓ 栃木4 ヤスファイターズ 滋賀4 生目っ子倶楽部 宮崎
千葉ドラーズ 千葉3 八日市WDC 滋賀1 駅川ソレイユ 大分
日野学園Ａ 東京4 今里ナックルズ 大阪4 モンキーパンチ 佐賀
三の丸フレンドリーキッズ 茨城2 御影No.1 兵庫3 レッドファイヤーズ志免西 福岡
ツナマヨネーズ 山梨3 名草ルーキーズ響 和歌山4 沖縄カトリックドリームＺ 沖縄3
ＩＲＳ ＦＩＮＡＬ 東京2 ストロング健軍 熊本
厚木ＳＵＰＥＲ ＫＩＤＳ 神奈川4 高蔵パワードリーム 福岡
八千代オールスターズ 千葉2 犬迫ファイティングドッグ 鹿児島
本庄アタッカーズ 埼玉3 真津山ももたろう 長崎
ドラゴンフェニックス 山梨2 富高ヴォルテックス 宮崎
ブルースターズ 埼玉4 桜木ブラックファイターズ 熊本
メタルドラゴンズＭＡＸ 東京1 前年度優勝ブロック推薦チーム Ｄ1
南ファイターズ 栃木2 中国 高須ドラゴンキッズ 広島


