
年　度 回数 優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　三　　位 第　　四　　位
昭和51年 1 向小金ファイターズ 江戸川台ジュニアスターズ西平井クラブ・松ヶ丘ジャガーズ
昭和52年 2 松ヶ丘ジャガーズ 江戸川台キャンデｲーズ 江戸川台ファイヤーズ 東ファイブ

3 初石クーガーズＡ タイタンズＢ 流山シャークス 八木南ファイターズ
4 初石クーガーズＡ タイタンズＡ 松ヶ丘ジャガーズ 流山シャークス
5 初石クーガーズＡ 加岸クラブＡ 江戸川台ファイヤーズ 向小金ファイターズ
6 初石クーガーズＡ 加台ボンバーズＡ 江戸川台ファイヤーズＡ 根郷クラブ
7 ありんこアントスＡ 向小金ファイターズＡ 西平井クラブ はやぶさ
8 初石クーガーズＡ ひばりファイターズＡ 向小金ファイターズＡ タイタンズＡ
9 宮園ｲーグレッツＡ 加台ボンバーズ 江戸川台ファイヤーズ 平方スターズ

10 初石クーガーズＡ 宮園イーグレッツＡ 加岸クラブＡ 江戸川台アトラスＡ
11 初石クーガーズＡ 平方スターズ 八木南ファイターズ カージナルスＡ
12 初石クーガーズＡ カージナルスＡ 平方スターズＡ 流山シャークスＡ
13 初石クーガーズＡ 江戸川台アトラスＡ 平方スターズＡ 元八木クラブ
14 初石クーガーズＡ 江戸川台アトラスＡ カージナルスＡ 泉ライオンズ
15 流山シャークスＡ 江戸川台アトラスＡ 前ヶ崎クラブ カージナルス
16 カージナルス 流山シャークス 小田急ライオンズ ひばりファイターズ
17 江戸川台アトラス 初石クーガーズ ありんこアントス 宮園イーグレッツ
18 初石クーガーズ 江戸川台アトラス 加岸クラブ タイタンズ
19 加岸クラブ タイタンズ ありんこアントス ひばりファイターズ
20 流山シャークス 加岸クラブ 江戸川台アトラス 小田急ライオンズ
21 向小金ファイターズ 初石クーガーズ 江戸川台アトラス 加岸クラブ
22 加岸クラブ 向小金ファイターズ 長崎フレンズ 宮園イーグレッツ
23 ありんこアントス タイタンズ 江戸川台アトラス 加岸クラブ
24 江戸川台アトラス タイタンズ 東深井ファイナルズ 宮園イーグレッツ
25 加岸クラブ 泉ライオンズ 流山シャークス タイタンズ
26 加岸クラブ 泉ライオンズ タイタンズ タイタンズ
27 ありんこアントス 流山ホークス 江戸川台フェニックス カージナルス
28 流山ホークス 加岸クラブ ありんこアントス 江戸川台フェニックス
29 ありんこアントス 加岸クラブ 長崎フレンズ 江戸川台フェニックス
30 加岸クラブ ありんこアントス 流山ホークス 西深井レッドスターズ
31 向小金ファイターズ カージナルス 流山ホークス 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ
32 流山ホークス 向小金ファイターズ 長崎フレンズ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ
33 加岸クラブ 初石クーガーズ カージナルス 南流ファイターズ
34 加岸クラブ 西平井パワーズ 初石クーガーズ 南流ファイターズ
35 初石クーガーズ 江戸川台フェニックス 加岸クラブ 長崎フレンズ
36 初石クーガーズ 流山シャークス 江戸川台フェニックス 泉ライオンズ
37 西平井パワーズ ありんこアントス 小田急ライオンズ 流山シャークス
38 カージナルス 小田急ライオンズ 流山ホークス 前ヶ崎クラブ
39 江戸川台フェニックス ありんこアントス 西平井パワーズ 流山シャークス
40 ありんこアントス 江戸川台フェニックス 流山シャークス 西平井パワーズ
41 南流ファイターズ 加岸クラブ 向小金ファイターズ 前ヶ崎クラブ
42 南流ファイターズ カージナルス 小田急ライオンズ 西平井パワーズ
43 江戸川台フェニックス 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 流山ホークス 流南ベアーズ
44 流山ホークス 向小金ファイターズ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 前ヶ崎クラブ
45 長崎フレンズ 向小金ファイターズ 南流ファイターズ 初石クーガーズ
46 初石クーガーズ 南流ファイターズ カージナルス 向小金ファイターズ
47 初石クーガーズ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 向小金ファイターズ カージナルス
48 初石クーガーズ 長崎フレンズ 流山シャークス 向小金ファイターズ
49 加岸ベアーズ 向小金ファイターズ 長崎ＦＬＢ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ
50 前ヶ崎クラブ 向小金ファイターズ 南流ファイターズ 流山シャークス
51 加岸ベアーズ 前ヶ崎クラブ 小田急ライオンズ 流山ホークス
52 加岸ベアーズ 初石クーガーズ 長崎ＦＬＢ 江戸川台フェニックス
53 長崎ＦＬＢ カージナルス 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 加岸ベアーズ
54 長崎ＦＬＢ 加岸ベアーズ 南流ファイターズ 前ヶ崎クラブ
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回 数 優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　三　　位 第　　四　　位
55 長崎ＦＬＢ 初石クーガーズ 南流ファイターズ カージナルス
56 初石クーガーズ 加岸ベアーズ 西深井レッドスターズ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ
57 加岸ベアーズ 初石クーガーズ 南流ファイターズ 東深井ファイナルズ
58 南流ファイターズ 初石クーガーズ 加岸ベアーズ　 東深井ファイナルズ
59 カージナルス 加岸ベアーズ 小田急ライオンズ 江戸川台フェニックス
60 加岸ベアーズ 南流ファイターズ 東深井ファイナルズ　 江戸川台フェニックス
61 加岸ベアーズ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 南流ファイターズ 流山ホークス
62 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 加岸ベアーズ 南流ファイターズ 流山ホークス
63 南流ファイターズ 流山マリーンズ 加岸ベアーズ 初石クーガーズ
64 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 加岸ベアーズ 東深井ファイナルズ 南流ファイターズ
65 東深井ファイナルズ 初石クーガーズ 流山マリーンズ　 加岸ベアーズ
66 南流ファイターズ 東深井ファイナルズ カージナルス 流山マリーンズ
67 南流ファイターズ 初石クーガーズ カージナルス 江戸川台フェニックス
68 流山ホークス 流山マリーンズ カージナルス・初石クーガーズ
69 加岸ベアーズ カージナルス 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 長崎ＦＬＢ
70 南流ファイターズ 加岸ベアーズ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 小田急ライオンズ
71 南流ファイターズ 東深井ファイナルズ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 長崎FLB
72 南流ファイターズ 小田急ライオンズ 加岸ベアーズ カージナルス
73 加岸ベアーズ 流山ホークス 流山マリーンズ 東深井ファイナルズ
74 加岸ベアーズ 流山ホークス 東深井ファイナルズ 流山マリーンズ
75 加岸ベアーズ 流山ホークス 江戸川台フェニックス 東深井ボーイズ
76 東深井ボーイズ 流山ホークス 江戸川台フェニックス 初石クーガーズ
77 東深井ボーイズ 南流ファイターズ カージナルス 八木南クラブ
78 カージナルス 東深井ボーイズ 流山ホークス 南流ファイターズ
79 流山ホークス 江戸川台フェニックス 小田急ライオンズ カージナルス
80 江戸川台フェニックス 流山ホークス 加岸ベアーズ 小田急ライオンズ
81 長崎ＦＬＢ 加岸ベアーズ 南流ファイターズ 流山マリーンズ
82 南流ファイターズ 流山ホークス

83 流山ホークス 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 三位　カージナルス 四位　東深井ボーイズ
84 流山ホークス 江戸川台フェニックス
85 流山ホークス 前ヶ崎クラブ 加岸ベアーズ 東深井ボーイズ
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平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

令和８年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

令和７年

長崎FLB、流山マリーンズ同時三位

優　　　勝 準優勝 第三位(春大会のみ4位迄あります)

カージナルス・加岸ベアーズ

令和９年

令和１０年

令和１１年

令和１２年

平成３０年

平成３１年
令和元年

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年




