
ジャガーズ公式戦年次・大会別成績 1●調5．3（3弱年）細立．11蜘調書事案書細入

l餌場購（鈎0年）スポーツ少年田細入

年度 �スホ・－ツ少年団 ��� �霊！′Htm音量少年8）大震 �（Aクラス）　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　（Cクラ ����ス） �寛大義軍 寒“ ��m； �寒暑； �霊季 �℡軍事 �冒i人相し �軍真電雷管蜃 �霊長i �機番r 

2009年鷹 �AT99ク1位 ��東3位 �1回級機運1対2 �3回魅℡連山クうに �Cフロック2位 �第3位 �禦8位入賞／20 37分31秒 �1囲嘱取運 �3回農i教遭 �果椅罵e行カップ 

（平成21年度） �決農リーグへ ��霊機会篇11位／18 �巌轟ベアーズに �e鎗85位～8位 �決丁籍3位 ���ホワキンに �中クうに �1回職能薫く5：e） 
lきI議で事後検 ���録ドリ、練ベ2位 �鞭重で農機組杯へ ����2約8 �1封10 �封書川・嘉川エース 

2010年廉 く平成22年度） �▲7“鴎梯01照で ��2回検脈遭 �2回履1議運ま的8 �1回ni教義16 �▲7“97，5位 �2回ei議場 �購13位ノ23 �1回鴫賦運 �1回最最運 �縄．本鞘4書籍3位 書でクう場裏農 
2位実検リーグ ��i齢会意5位／15 �如件ライねえ●に �約年シに、置き7°鼻 �1農3成 ��38分56紗 �ホワキンに �レブス’に 
連出磨らずtmブル ���教書ナb �原木精強重 �書き7●ん ��書き71櫓7分舵機 �5鱒7 �3封11 �置き富来東食少年最強ゲラ7’ 

2011年度 �1着、2回職級富 農露命に13 �� �l回教機運1約11 7‘んに �1回置機運0封7ナ飢こ 書購ブル �Bナ鴎，4億 0検3競 �1回検シート● aP職種i711繊3 �篇18位／2g �1回鴨機運 】的‡ンに �1回最強連 水場イlこら：e �きし 

（平成23年） ���it置意嶋置774l �����41分40聯 

置きプル ��運輸会？健 �書きブル ��置き車輪観77イ �後検寛子リ �書籍？’嘉部分朗秒 �3：eで 

2012年度 （平成24年） �2国教郵 ‡ptシ！ �連 ‾1・8 �義教きく置き的わ） 運動会意7位／11 �教書 全日本筆書へ �1回葛議連1：11接 続ど“iに �87‾鴎，3位 1分2議 �1回級競遭lL24 幻件ライかri‾ �▲11憧38分的砂 820位41分約秒 置表書で婦▲鎗謝連騰 �病3位 �1回教職遭 切なi‾3・11 �事木幡10、2回In職場 越後葉・徽章ストムス● 

書き着大和ドリ �� �置きが禽●小章○食でOi �iノー 後〇着大棚ト‘リームス � �置き71－具，一入‘ ��羊毛需一欄看” �○○後事五重わざ一重‘ � 

2013年度 �2回患機運 ��2回鴨 �2回職級過 �1回in競遭 �47‾鴎74位 �2回81原種 �後車着用ソ持種場書き �1回観照運 �1回霞1職種 � 

（平成25年） �7’議，に1：12賃 ��紬件ライか八°に010置 �ウイほイわれニ1： �北大勤し‘リームス0：10 �1分2越 �綴ケ五八ラが一入●o： �種置で中止 � �紳イトキングス0：20 

後篇7’レスl ��置き加持ラ付ン八° 連動会意5位／15 �置き7”ん一具，一久’ �教職7°レース，一入” �後篇ナ↓一入，－1° �置き大観グラフサユニ7 ��置きレ涙’ �置寄切ス“ 

紬l◆義教 �2園田機雷 ��3億置く〃轟き）越重禦3位 �2回農機遇 �2回寄i原電 �cフロック1髄 �2回寄越す �▲5位入費38分38秒 �8舛如け具’に重機 �Bクラス �種源〃惰構1囲嘱機運 

（軍書26年） �置き接す丘具わが一徽章 に4（1）：4くら）賃け ��封極ケ丘具うね‘一意”3：6 �農機子シター具“に1：● コサック」ジャガー �山，うに1：12 �2き1分け �章実動ドリーム具にe： �915位●1分16職 �eタラ徽髄Cと禽細 2：22議連 �置け �紺青虚構劃観職印議o：7 

後農機ケ丘具劾‘一員‘． ��義富農で農も上がり5位農 �i∵一えi �ナ●一事l－1 �t〃直弾14滅‘亀▲　　3 ��準優峨 �購集置亀実費ln教義葛日録さ細がilの‘具 
重重食9位／lさ �� ��●教書書食裏l”トふ置 �7分21寄 ��� 

柳15年教 �2回膿i機運 ��2回電照雷 ‾　成 �21日照！教連 �；・ �of巾躯Qlきま職 �2回題意連 �8位伽分09秒 �▲徽手書で出九で �人置不審で出鷹で �リスト鞘1回検脈濃 紺尊慮病複〃イーグルス2°7 

（書教皇7年） �標章ベアー肴に7：aで教 　義農の八° 纏置47一丈は33 ��レフ利一2。5で連 置きレッズ �ブルースターズに7：1 置き7㌦一入，一意‘ �リスト杯へ 置き塞実働ト●リー嬉 �置き義夫軸ト‘リーム具 �教書7‘あー博一具‘ �置○レ7rA37分37か �置農具裏書●タウプ �tO番え“鴨嶋－Ll � 

紬11義教 �1回教機運 置きブルースター ��東3位 �軍3位 ●教書プ具一・裏書一貫 �四〇強運53具わか－ ‾が一°篇位 �07°的，lQ轟きの競 �3回教競遭 �11位38分3°抄 �人後手書で憧れで �人後手書で出鼻で �　岸木杯2回鴫競連 射〇本‾－ウープ〇・10 

（書き28義教） ���ブルース3－ズi－●：eで置け ○○ブルース●－ズ ��ス77えら 農水緬推賞 看！器ヴ鼻－スブース‾ �農具翰タブフジェニ �置置プl嘉一スターズ �後置ブルースターズ 36分38職 �置後置すさ具討一章 �〃着意●細宣クラブ �－ユ　　　エ 

te17年重　く富 農20義教） �置き ��禦3位 �籍3位 �2回越議連 �置き �3日農書出ペスト8 �10位39分55 � �ロブ，スtSS鴫登営み？ギ ガ－ズに●：○ 大筒事象タブブ 書重爆iI置農○簾細りうプ後人 〃劇置博● �8月スポ少購大書2回職機運 対義ケ●着筆郵種タブブ3：● 

費農機＊大輔ドリーム ��〃後〃ピン」事一貫 鍬運動会∴購置き 〃後7，●一種●一意 �軍機大和中央クラ ブに2：4議連 �太れ寄食クラブにe：10 �巴の禽2位で実意 トーナメントに章曲 録細は車種魅了アイ �購集蘭ファイターズl‾ �置き7㌦一入，一入’ 36分48鯵 �ブうツタジャガーズよの シャインズtaチーム です購チーム細事幽● ��11購農具細筆実●1〃置さ置サブlンブ 　　スIこ筆書3：● 

7：6で機重合後す ���置○置ウ丘ス3ヴ好一ズ �置細大の中食タブブ �●－ズte：eの接種． シーソーゲームを購す �e；e重篤サヨナラ重 iペスト9 ��l●a蝿で879ツク3位 置置農機椅ファイターズ �tO青嶋○ブナイ●－ズ 

2019義教 �2回最成田 ��禦　3　位 �2回膿議運 �1回最鼠竃 �eブ9ック3位農丁重的 �干リークc細 �12位41分11砂 t℡tpttクス▲ 37分82か �フルと合面で書 �プルとき○で書面 �事木幡2回魅重出 

（営農30書き） �71－スl一利こ●カで成 　れる ��糠ケ虚スラッガーズに2：3 　で競れる �ホワイトライオンズ 　に3：e �購継物フアイ●一貫（蛾● �決Tl田機議連 �2検1議で2位 ��青さリーグ1き1強 1分で3位 �亨遭リーグ生検で 　丁重櫨 �場裏97lレーフォックス2：eで成れる 

置きブルースターズ ��後輸細イト‡ンナス �WLは3回寄越連 書営農書ピンチー �ファイターズは3位 t検大網クラブジュニア �青集Mrlこo：4 �食書丁案出ならす ��練きT宣出ならす 書き火照寄食クラブ �糠で1日教＊碑に o：5で成れるも 禦3位 書き大網寄食クラブ 

穣　長調会　後置 ���書○○継SF �〃営農寄ピンチーズ 

i－


