
平成21年度（2009年）Aチーム公式戦
 ⼤会名 ⽉ ⽇ 対戦相⼿ 試合結果 ⼤会結果 

成⽥市新⼈戦 １回戦 8⽉31⽇ 公津少年野球クラブB ７：３ ○
２回戦 8⽉31⽇ 成⽥ゴールデンウィングスB ２３：０ ○

準々決勝 9⽉6⽇ 豊住ヤンガースB ７：６ ○
準決勝 9⽉7⽇ 中郷・吾妻連合チームB １２：１ ○
決勝 9⽉7⽇ 成少フォックスB ８：５ ○

 ⾕カップ 第1戦 3/7（⼟）  加良部少年野球クラブ 20-0 ○ 
 〃  第2戦  〃 栄町ヤングジャイアンツ 0-3 ● 

 成⽥市春季⼤会  第1戦 3/15（⽇） 加良部少年野球クラブ  7-0 ○ 
 〃  第2戦 3/20（⾦） 橋賀台サンダーズ  7-0 ○ （兼 ⾕カップ） （準決勝） 
 〃 第3戦 3/21（⼟） 久住サニーズ  0-4 ●（サドン）
〃 3/22（⽇） 〃  2-3 ●

 全⽇本学童Gブロック ⼀回戦 3/29（⽇） 佐原ジュニアスターズ  20-0 ○
 〃 ⼆回戦 〃 ⾅井レーカーズ 2-7 ● 三位 

 ⾕カップ 決勝戦 4/5（⽇） 酒々井ビッグアローズ 0-1 ●  準優勝
成⽥空港旗杯 ⼀回戦 4/11（⼟） 松尾キングスターズ 4-5 ●（サドン）
 ⻄地区⼤会 第⼀試合 4/18（⼟） 成⽥ブラックエンジェルス 12-2 ○ 

 〃  第⼆試合 4/26(⽇） 公津少年野球クラブ  3-2 ○
 〃  第三試合 〃 成少フォクス  3-4 ●（サドン）
 〃  第四試合 4/29（⽔） 成⽥レッドソックス 7-0 ○ 
 〃 決勝巴戦 5/6（⽔） 成少フォクス 11-10 ○ 
 〃 〃 〃 公津少年野球クラブ  2-3 ●（サドン） 三位 

ロッテ旗杯  ⼆回戦 5/10（⽇） 多古ジュニアキッド 14-0 ○ 
 〃 三回戦 5/16（⼟）  ジュニアコスモス 4-2 ○ 
 〃  四回戦 〃 王⼦台シーガルズ 7-0 ○

 北総⼤会 ⼀回戦 6/7（⽇） 弥勒少年野球クラブ  18-0 ○
 〃  ⼆回戦 6/14（⽇） 成⽥ブラックエンジェルス  6-0 ○
 〃 三回戦  〃 ⾅井レイカーズ  7-6 ○
 〃 準々決勝 6/20（⼟） 栗源ジュニアイーグルス 2-1 ○ 

ロッテ旗杯 準決勝 6/27（⼟）  根郷クラブ 11-4 ○ 
 〃  決勝 〃 橋賀台サンダーズ 10-2 ○ 優勝

北総⼤会  準決勝 6/28（⽇） 佐倉ビクトリー 4-8 ● 
〃 三位決定戦 7/4（⼟）  エンジョイズ  7-1 ○ 第三位 

 酒々井ライオンズクラブ杯 ⼀回戦 7/25（⼟） ⽊刈ファイターズ 12-1 ○ 
〃  ⼆回戦 〃 酒々井ジャガーズ 5-2 ○ 
〃  準決勝  7/26（⽇） 四街道ファイターズ 8-4 ○ 
〃 決勝 〃 千葉ヤンキース 6-1 ○ 優勝

JA成⽥市⻑杯  ⼀回戦  8/1（⼟） 多古旭イーグルス  13-0 ○
 千葉⽇報杯 ⼀回戦 8/2（⽇） 北東タイガース 9-4 ○ 

〃  ⼆回戦 8/8（⼟） 南部少年野球クラブA 16-1 ○ 
〃  三回戦 8/9（⽇） 福栄かもめファイターズ 8-7 ● 

 成⽥ライオンズ旗杯夏季⼤  ⼆回戦 8/22（⼟） 神宮寺・⼋⽣連合  21-5 ○
〃 三回戦  8/23（⽇） 中台ライオンズ 20-1 ○ 
〃 準決勝 8/29（⼟） 橋賀台サンダーズ  9-4 ○
〃 決勝 〃 成⽥ブラックエンジェルス 14-6 ○  優勝

成⽥ライオンズ旗杯秋季⼤会  ⼀回戦 9/27（⽇）  成⽥ゴールデンイーグルス 33-0 ○ 
 〃 ⼆回戦 10/3（⼟） 中台ライオンズ 7-0 ○ 
 〃  準決勝  10/11（⽇） 豊住ヤンガーズ 3-1 ○ 
 〃  決勝 〃  成少フォクス 8-1 ○ 

 ⾣の市杯 ⼀回戦  10/17（⼟） 我孫⼦ライオンズ 7-0 ○不戦勝
 〃 ⼆回戦  10/18（⽇） 利根フェニックス 0-1 ● 

ろうきん杯 ⼀回戦  10/24（⼟） 豊上ジュニアーズ 6-1 ○  
〃  ⼆回戦 10/25（⽇） 福栄かもめファイターズ 2-14 ●  

 ⽊下杯  ⼀回戦 11/8（⽇） 布佐スパイダース 10-1 ○  
〃 ⼆回戦 11/15（⽇） ⾼津ボーイズ 7-0 ○  

 ユナイテッド旗 ⼀回戦 11/21（⼟） ⽔郷イーストレイクス 9-2 ○  
 ⽊下杯 三回戦 11/22（⽇） 内野シャークス 2-1 ○  

 〃 四回戦 〃 印⻄フェニックス 15-2 ○  
 ユナイテッド旗 ⼆回戦 11/23（⽉） 豊住ヤンガース 15-6 ○  

 〃 三回戦 〃 ラディソンエンジェルス 0-2 ●  
 ⽊下杯  準決勝  11/29（⽇）  ⼤和⽥タイガース 0-3 ●  第三位
 ⽔郷杯 ⼆回戦  12/13（⽇） 豊畑スポーツ少年団 5-2 ○  

 〃  三回戦  〃 あずまイーグルス 10-2 ○  
〃 四回戦  12/19（⼟） 栗源ジュニアイーグルス  10-1 ○  
 〃  準々決勝 〃  波崎ブルージャイアンツ 6-3 ○  
 〃 準決勝  12/20（⽇） 海上マインキッズ 7-3 ○  
 〃  決勝 〃 野栄スポーツ少年団  1-2×○  優勝


