
優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位

1971 第３回都少年野球大会大沢エラーズ参加
井の頭ﾌｧｲﾀｰｽﾞ
西牟礼ﾌｧｲﾀｰｽﾞ

備考
栄　　光

井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ
備考

井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ
ｼﾞｭﾆｱﾀｲｶﾞｰｽ 新川北水

備考
春 シェークス 新川南台
秋 新川ブレーブス シェークス 新川南台 キティーズ

備考
春 新川リトルズＡ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ 新川南台
秋 ヤングスターズＡ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＡ 新川南台 新川南台 メッツ

備考
新川リトルズＡ 三鷹ジャガーズ

1977 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＢ 新川南台

S５２ 新川ブレーブスＡ 連雀スパローズＢ 新川南台
ﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞｰｽ 新川リトルズＢ 北野スネークス

備考
ﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞｰｽＡ 三鷹ジャガーズＤ 新川南台

1978 新川リトルズＡ 新川リトルズＢ 深大寺
ヤングスターズＡ 三鷹ジャガーズＣ 深大寺
新川リトルズＡ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＣ

S５３ ヤングスターズＡ ヤングスターズＢ 北野スネークス
連雀スパローズＢ 三鷹ワゴンエース

備考
東台ﾎﾜｲﾀｰｽﾞＡ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＣ 三鷹ワゴンエース

1979 東台メッツＡ 三鷹ジャガーズＣ 中原ファイターズ
大沢ドンキーズ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＣ 北野スネークス
新川ﾌﾞﾚｰﾌﾞｽＡ 大沢タイガース 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ

S５４ ヤングスターズＡ 三鷹ジャガーズＣ 山中ジャガーズ
井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＡ 新川リトルズＢ 北野スネークス

備考
中原ﾌｧｲﾀｰｽﾞＡ 大沢フロックス 三鷹ワゴンエース

1980 大沢タイガース 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＢ 新川ブレーブス
連雀スパローズＡ 大沢フロックス 三鷹ワゴンエース
大沢タイガース 連雀スパローズＢ 北野スネークス

S５５ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＡ 大沢フロックス 三鷹ワゴンエース
ヤングスターズＡ 三鷹ﾅｲﾝﾎｰｸｽ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ

備考

山中ジャガーズ秋

新川リトルズＡ

三鷹ジャガーズＡ

新川リトルズＡ 三鷹ジャガーズＡ

あずさＡ

　　　新川リトルズ伊勢選手、日米野球オール東京に選ばれる

三鷹ジャガーズＤ

三鷹ジャガーズＢ

新川リトルズＢ 新川ブレーブス三鷹ジャガーズＤ

三鷹ジャガーズＣ

三鷹ジャガーズＣ

新川リトルズ

井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ

三鷹プーマ

大沢タイガース 三鷹プーマ 北野スネークスＢ

　　　

季 新川リトルズＡ 連雀スパローズＡ 三鷹ジャガーズＢ

連雀スパローズＡ 新川リトルズＢ 大沢サンライズ

　　　第一回学童都大会開催　　夏季大会を三鷹地区予選大会とする　　　　一部　二部の優勝旗作成　　　　年間三大会開始

春 三鷹ジャガーズＡ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ

大沢ハリケーズﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞｰｽＡ秋 新川リトルズＢ

新川ﾌﾞﾚｰﾌﾞｽＡ三鷹ジャガーズＡ春 新川リトルズＢ 大沢タイガース 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ北野スネークス

夏 三鷹ジャガーズＡ 新川リトルズＡ 新川リトルズＢ三鷹ジャガーズＣ 三鷹ワゴンエース

　　　藤本理事長辞任　　　藤橋理事長就任　　　　小学生の部　一部　二部制開始

秋

1976

夏 新川ブレーブス

小学生一部 小学生二部 中学生の部

大沢ﾌｧｲﾀｰｽﾞ三鷹ジャガーズＢ

北野スネークス

三鷹ジャガーズＡ

三鷹ジャガーズＣ

三鷹ワゴンエース井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ

三鷹ワゴンエース

新川ブレーブス 三鷹プーマ

春

夏 三鷹ジャガーズＡ大沢ハリケーズ 新川ﾌﾞﾚｰﾌﾞｽＢ 連雀スパローズＢ

井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ 新川ブレーブス井の頭ﾗﾝｻｰｽＡﾞ 大沢フロックス春

新川リトルズＡ井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＢ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ三鷹プーマ

1975

新川リトルズＢ 栄　　光 新川ブレーブス

　　　三鷹市少年野球連盟が結成され第一回大会を主催する

　　　１９７６年７月４日大沢総合グランドオープン

　　　市野球連盟主催

1974

　　　市体協が主催　　　中学生の部に国際ボールより優勝旗寄贈を受ける

1973 新川リトルズ

　　　市体協が主催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴　代　大　会　成　績　表　　　　　　　　　　　　　　　　　１９7１～１９８0　　（Ｓ４６年～Ｓ５５年）　　Ｎｏ１

小学生の部 中学生の部 高校生の部
年度 季

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲｰｸﾞﾙｽ 新川南台1972

新川南台 井の頭ﾌｧｲﾀｰｽﾞ



優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位

1981 春 三鷹ジャガーズＡ 大沢フロックス 東台メッツＡ 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズＣ あずさＢ 山中ジャガーズ 三鷹ワゴンエース 三鷹ワゴンエース

夏 東台メッツＡ 三鷹ジャガーズＡ 新川リトルズＡ 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズＣ 新川リトルズＢ 三鷹ワゴンエース 山中ジャガーズ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞ

S56 秋 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＡ 新川リトルズＡ 大沢フロックス 三鷹ジャガーズＢ 三鷹ジャガーズＣ 大沢ドンキーズ 牟礼ファイターズ 山中ジャガーズ 山中ジャガーズ

備考

山中ジャガーズ
大沢フロックス

夏 大沢ドンキーズ 新川リトルズＡ 三鷹ジャガーズＡ 三鷹ジャガーズＤ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＢ 三鷹ジャガーズＣ 牟礼ファイターズ あずさ

秋 三鷹ジャガーズＡ 大沢ドンキーズ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＡ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＣ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＢ 三鷹ジャガーズＣ

備考

優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位

1983 春 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞA あずさA 新川リトルズＡ 大沢サンライズ 三鷹ジャガーズＣ 新川リトルズＢ 大沢ライオンズ 三鷹ジャガーズＤ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞB

夏 三鷹ジャガーズＡ 新川リトルズＡ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞA 大沢サンライズ 新川リトルズＢ 連雀スパローズB 三鷹ジャガーズＤ 大沢ライオンズ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞB

S58 秋 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞA 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズA 大沢サンライズ あずさＢ 三鷹ジャガーズＣ 大沢ライオンズ 三鷹ジャガーズＤ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞB

備考

1984 春 大沢サンライズ 三鷹ジャガーズＡ 中原ﾌｧｲﾀｰｽﾞA 三鷹ジャガーズB 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞB 大沢ライオンズ 三鷹ジャガーズＣ 大沢ドンキーズ 連雀スパローズＣ

夏 三鷹ジャガーズＡ 東台メッツA 大沢パワーズ 大沢ライオンズ 東台メッツB 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞB 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズＣ 三鷹ジャガーズＥ

S59 秋 中原ﾌｧｲﾀｰｽﾞA 東台メッツA 三鷹ジャガーズＡ 東台メッツB 三鷹エンジェルス 大沢ライオンズ 三鷹ジャガーズＣ 大沢ドンキーズ 連雀スパローズＣ

備考

1985 春 三鷹エンジェルス 高山ファイターズ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞA 三鷹ジャガーズB 三鷹ジャガーズＣ 深大寺ﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ 三鷹ジャガーズＤ 東台メッツＣ 中原ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ

夏 大沢ライオンズ 三鷹エンジェルス 三鷹ジャガーズＡ 三鷹ジャガーズB 新川リトルズＢ 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズＣ 大沢ドジャーズ 東台ﾎﾜｲﾀｰｽﾞＣ

S60 秋 大沢ライオンズ 三鷹エンジェルス 三鷹ウイングスＡ 三鷹ジャガーズB 井口ヤングエース 大沢ドンキーズ 大沢ドジャーズ 東台ﾎﾜｲﾀｰｽﾞＣ 三鷹ジャガーズＤ

備考

1986 春 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズＡ 東台メッツA 三鷹ジャガーズＣ 東台メッツB ﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞｰｽＢ 三鷹ジャガーズＤ 連雀スパローズＣ 大沢サンライズ

夏 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズＡ 深大寺ﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ 三鷹ジャガーズB ﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞｰｽＢ 東台メッツB 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽ 三鷹ジャガーズＣ 深大寺ホープ

S61 秋 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズA 三鷹ジャガーズＣ 東台メッツB 大沢ドジャーズ 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽ 三鷹ジャガーズＤ 連雀スパローズＣ

備考

1987 春 大沢ドジャーズ 三鷹ジャガーズＡ 東台メッツA 連雀スパローズB 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽ あずさＢ 大沢ライオンズ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 井口ヤングベア

夏 中原ﾌｧｲﾀｰｽﾞA 大沢ドジャーズ 三鷹ジャガーズＡ 大沢サンライズ 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽ 連雀スパローズB 連雀スパローズＣ 井口ヤングベア いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

S62 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 大沢ドジャーズ 東台メッツA 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽ 東台メッツB 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞB 大沢ライオンズ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＢ

備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴　代　大　会　成　績　表　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８１～１９８５　　（Ｓ５６年～Ｓ６２年）　　　Ｎｏ２

年度 季
小学生の部　一部 小学生の部　二部 中学生の部

　　　小学生の部三位決定戦を開始。　　大沢フロックス山本選手、オール東京でNYへ

1982 春 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズＡ 井の頭ﾗﾝｻｰｽﾞＡ 三鷹ジャガーズＣ 三鷹ジャガーズＤ 深大寺少年野球ｸﾗﾌﾞＢ 牟礼ファイターズ あずさ

S57

　　　小学生投手変化球禁止。　夏季大会中学生の部２チーム減少。　秋季大会参加無しで中止。

小学生大会

年度 季
一　部 二　部 三　部

　　　中学生の部廃止。　　小学生の部３部制開始

　　　東台メッツ斉藤選手オール東京に選ばれＮＹへ

　　　東京―ＮＹ日米親善少年軟式野球大会　三鷹シリーズ開催される。　　　　都大会新人戦出場の三鷹ジャガーズが準優勝

　　　三鷹ジャガーズ庄司選手オール東京に選ばれＮＹへ、



優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位

1988 春 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞA 三鷹ジャガーズＡ 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽﾞ 大沢ライオンズ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 連雀スパローズB 連雀スパローズＣ 深大寺ジェッツ 東台ﾎﾜｲﾀｰｽﾞB

夏 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽﾞ 大沢サンライズ 三鷹ジャガーズＡ 大沢ライオンズ 連雀スパローズB 井口ヤングベア 新川リトルズＢ 深大寺ジェッツ 連雀スパローズＣ

S63 秋 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞA 大沢サンライズ 三鷹ジャガーズＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 大沢ライオンズ 新川リトルズＢ 深大寺ジェッツ 大沢ドンキーズ

備考

1989 春 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 東台メッツA 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 連雀スパローズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 新川リトルズＢ 三鷹ジャガーズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ

夏 大沢ライオンズ 東台メッツA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽA 深大寺ジェッツ 連雀スパローズB 東台メッツB 三鷹ジャガーズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ

H元年 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 大沢ライオンズ 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 深大寺ジェッツ 東台メッツB 大沢ドンキーズ 三鷹ジャガーズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 連雀スパローズＣ

備考

1990 春 大沢ドンキーズ 深大寺ジェッツ 三鷹ジャガーズＡ 三鷹ジャガーズB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ 三鷹ジャガーズＣ 連雀スパローズＣ

夏 井口ﾔﾝｸﾞﾎﾞｰｲｽﾞ 連雀スパローズA 三鷹ジャガーズＡ 三鷹ジャガーズB 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 連雀スパローズB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽﾞ

H２ 秋 井口ﾔﾝｸﾞﾎﾞｰｲｽﾞ 三鷹ジャガーズＡ 深大寺ジェッツ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 連雀スパローズB 連雀スパローズＣ 東台メッツB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

備考

1991 春 三鷹ジャガーズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 井口ヤングベアー

夏 三鷹ジャガーズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 連雀スパローズA いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 井口ﾔﾝｸﾞｷﾝｸﾞｽ 連雀スパローズB 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 井口ヤングベアー

H３ 秋 三鷹ジャガーズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＡ 連雀スパローズB三鷹ｺﾞｰﾙﾄﾞﾀｲｶﾞｰｽ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ

備考

1992 春 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 新川リトルズＡ 三鷹タイガース 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 井口ﾔﾝｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 連雀スパローズＣ 井口ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾞ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

夏 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA あずさＡ 東台メッツA いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 井口ﾔﾝｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞ 三鷹ジャガーズＣ 井口ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾞ 連雀スパローズＣ

H４ 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 東台メッツA 三鷹タイガース いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 井口ﾔﾝｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞ 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 三鷹ジャガーズＣ 井口ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾞ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ

備考

1993 春 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 三鷹タイガース 井口ﾔﾝｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞ 連雀スパローズB 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＢ 三鷹ジャガーズB 三鷹ﾔﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ あずさＣ

夏 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 井口ﾔﾝｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞ 三鷹タイガース 三鷹ジャガーズB２ 井口ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾞ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 東台メッツＣ 野崎シャークスＣ

H５ 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 井口ﾔﾝｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞ 三鷹タイガース 井口ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾞ 三鷹ジャガーズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 野崎シャークスＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ 東台メッツＣ

備考

1994 春 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズA 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 東台メッツB 井口ヤングエース 連雀スパローズＣ 三鷹ジャガーズＣ 新川リトルズＣ

夏 連雀スパローズA 三鷹ジャガーズＡ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 東台メッツB 三鷹ﾔﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 連雀スパローズＣ 新川リトルズＣ 三鷹ジャガーズＣ

H６ 秋 井口ﾔﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾞ いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズB あずさＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 連雀スパローズＣ 新川リトルズＣ 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ

備考

1995 春 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 三鷹タイガース あずさＡ 連雀スパローズB 東台メッツB 三鷹ジャガーズB 連雀スパローズＣ 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 井口ヤングベアー

夏 連雀スパローズA 東台メッツA あずさＡ 新川リトルズＢ 連雀スパローズB 東台メッツB 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ 連雀スパローズＣ

H７ 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 東台メッツA 井口ヤングエース 連雀スパローズB 新川リトルズＢ 東台メッツB 連雀スパローズＣ 三鷹ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ

備考

　　　井口ヤングキングズ島田選手、日米オール東京選出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴　代　大　会　成　績　表　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８８～１９９５　　（Ｓ６３年～Ｈ７年）　　　　Ｎｏ３

年度 季
一　部 二　部 三　部

　　　藤橋理事長辞任　　羽山新理事長就任

　　　いずみスワローズ北村選手、日米オール東京選出（主将を務める）

　　　井の頭フェニックス飛山選手、日米オール東京選出　　　三鷹１００年記念スポーツ祭で野球教室が開催される

　　　三鷹ジャガーズ新人戦優勝　　　ヤクルトスワローズ野球教室（八重樫・栗山）　　　　（三鷹市制４０周年）

　　　高山ファイターズ小島選手、日米オール東京選出

　　　社会体育指導者養成講習会が長野県川上郷自然の村で開催

　　　三鷹市野球連盟創立４０周年　　　都学童大会三鷹市開催　　　東京多摩移管１００周年ＴＡＭA２１協会が各種記念行事を行う



優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位

1996 春 連雀スパローズA 新川リトルズＡ 三鷹タイガース 三鷹タイガースＢ 新川リトルズＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 三鷹タイガースＣ 野崎シャークスＣ あずさＣ

夏 連雀スパローズA 東台メッツA 野崎シャークスＡ 三鷹タイガースＢ 新川リトルズＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞB 連雀スパローズＣ 野崎シャークスＣ 連雀スパローズＤ

Ｈ８ 秋 連雀スパローズA 野崎シャークスＡ 新川リトルズＡ 三鷹タイガースＢ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 連雀スパローズＣ 三鷹タイガースＣ 野崎シャークスＣ

備考

1997 春 連雀スパローズA 井口ﾔﾝｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ連雀スパローズB 野崎シャークスＢ三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ連雀スパローズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 三鷹ジャガーズＣ

夏 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ三鷹ジャガーズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 連雀スパローズB 野崎シャークスＢ三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 連雀スパローズＣ 三鷹ジャガーズＣ

H９ 秋 連雀スパローズA 三鷹メッツＡ 井口ﾔﾝｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞ 連雀スパローズB三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ野崎シャークスＢ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 連雀スパローズＣ

備考

1998 春 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ連雀スパローズA 新川リトルズＡ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ新川本町ｽﾀｰｽﾞﾞＢ 新川リトルズＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ連雀スパローズＣ

夏 連雀スパローズA 野崎シャークスＡ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ連雀スパローズB三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＢ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 連雀スパローズＣ

H１０ 秋 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞA 連雀スパローズA新川本町ｽﾀｰｽﾞﾞＢ連雀スパローズB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 連雀スパローズＣ 野崎シャークスＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ

備考

1999 春 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズA 新川リトルズＡ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ三鷹ジャガーズB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 連雀スパローズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ

夏 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 連雀スパローズA ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＡ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 連雀スパローズB 連雀スパローズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ

H１１ 秋 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 三鷹ジャガーズＡ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ三゙鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ 連雀スパローズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ

備考

2000 春 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ連雀スパローズA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 連雀スパローズB 新川リトルズＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ新川本町ｽﾀｰｽﾞＣ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ

夏 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ連雀スパローズA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 連雀スパローズB 新川リトルズＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＣ

H１２ 秋 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 連雀スパローズA 連雀スパローズB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 新川リトルズＢ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ新川本町ｽﾀｰｽﾞＣ

備考

2001 春 連雀スパローズA 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＡ 新川リトルズＡ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＢ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＢ 連雀スパローズB三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ 三鷹ゼファーＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

夏 連雀スパローズA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 新川リトルズＡ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＢ三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ 深大寺少年野球クラブ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ 東台メッツＣ 三鷹ゼファーＣ

H１３ 秋 連雀スパローズA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 新川リトルズＡ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ新川本町ｽﾀｰｽﾞＢ 連雀スパローズB三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ連雀スパローズＣ 東台メッツＣ

備考

2002 春 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 三鷹ゼファーＡ 三鷹ゼファーＢ 連雀スパローズB ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＢ 連雀スパローズＣ 東台メッツＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ

夏 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 連雀スパローズA三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ 三鷹ゼファーＢ 新川本町ｽﾀｰｽﾞﾞＢ連雀スパローズＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＣ

H１４ 秋 連雀スパローズA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＡ三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＢ 三鷹ゼファーＢ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＢ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ 連雀スパローズＣ 三鷹ジャガーズＣ

備考

2003 春 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ 新川リトルズＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 三鷹タイガースＣ 三鷹ゼファーＣ

夏 連雀スパローズA 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ 新川リトルズＢ 連雀スパローズＣ 三鷹ゼファーＣ 三鷹タイガースＣ

H１５ 秋 連雀スパローズA 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＢ 新川リトルズＢ 三鷹タイガースＣ 蜂の子野球部Ｃ 三鷹ジャガーズＣ

備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴　代　大　会　成　績　表　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９５～２００２　　（Ｈ８年～Ｈ１５年）　　　Ｎｏ４

年度 季
一　部 二　部 三　部

　　　連雀スパローズ錫木選手、日米オール東京選出でニューヨークへ

　　　一部　春１８チーム　夏１８チーム　秋１７チーム　

　　　一部　春１８チーム　夏１８チーム　秋１７チーム　　　　　二部　春１８チーム　夏１８チーム　秋１７チーム　　　　　三部　春１８チーム　夏１８チーム　秋１７チーム

　　　一部　春１６チーム　夏１７チーム　秋１７チーム　　　　　二部　春１１チーム　夏１０チーム　秋１０チーム　　　　　三部　春１２チーム　夏１４チーム　秋１６チーム

　　　一部　春１７チーム　夏１７チーム　秋１７チーム　　　　二部　春１０チーム　夏１１チーム　秋１１チーム　　　　　　三部　春８チーム　夏１２チーム　秋１５チーム

　　　一部　春１４チーム　夏１６チーム　秋１６チーム　　　　二部　春１０チーム　夏９チーム　秋９チーム　　　　　　　三部　春１０チーム　夏１２チーム　秋１６チーム

　　　一部　春１６チーム　夏１５チーム　秋１６チーム　　　　二部　春５チーム　夏９チーム　秋９チーム　　　　　　　　三部　春１２チーム　夏１３チーム　秋１７チーム



優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位

2004 春 連雀スパローズA 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズB 蜂の子野球部Ｂ 三鷹タイガースＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 連雀スパローズＣ 三鷹タイガースＣ

夏 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズA 新川リトルズＡ 連雀スパローズB 三鷹ゼファーＢ 新川リトルズＢ 三鷹タイガースＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 東台メッツＣ

Ｈ１６ 秋 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズA 新川リトルズＡ 連雀スパローズB 三鷹ゼファーＢ 新川リトルズＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 連雀スパローズＣ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＣ

備考

2005 春 連雀スパローズA 三鷹ゼファーＡ 三鷹タイガースＡ 新川リトルズＢ 新川本町ｽﾀｰｽﾞﾞＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 連雀スパローズＣ 東台メッツＣ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ

夏 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＡ 三鷹ゼファーＡ 三鷹タイガースＡ 新川本町ｽﾀｰｽﾞﾞＢ連雀スパローズB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 連雀スパローズＣ 東台メッツＣ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＣ

H１７ 秋 連雀スパローズA 新川リトルズＡ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ新川本町ｽﾀｰｽﾞﾞＢ連雀スパローズB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 連雀スパローズＣ 東台メッツＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ

備考

2006 春 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＡ 連雀スパローズA 連雀スパローズB 三鷹ゼファーＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 野崎シャークスＣ 連雀スパローズＣ

夏 三鷹ゼファーＡ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＡ 連雀スパローズB 三鷹ゼファーＢ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 野崎シャークスＣ 連雀スパローズＣ

H１８ 秋 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 三鷹ゼファーＢ 連雀スパローズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ

備考

2007 春 連雀スパローズA 三鷹ゼファーＡ 東台メッツＡ 連雀スパローズB 野崎シャークスB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ 野崎シャークスＣ 三鷹タイガースＣ

夏 連雀スパローズA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 野崎シャークスB 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 連雀スパローズＣ

H１９ 秋 連雀スパローズA 三鷹タイガースＡ 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 野崎シャークスB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 連雀スパローズＤ 三鷹ゼファーＣ

備考

2008 春 連雀スパローズA いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 連雀スパローズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 野崎シャークスＣ

夏 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 三鷹ゼファーＡ 野崎シャークスB 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＢ 東台メッツＢ 連雀スパローズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 野崎シャークスＣ

H２０ 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズB 野崎シャークスB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 連雀スパローズＣ 東台メッツＣ 野崎シャークスＣ

備考

2009 春 連雀スパローズA 三鷹ゼファーＡ 野崎シャークスＡ 連雀スパローズB 野崎シャークスB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 東台メッツＣ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

夏 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズA 連雀スパローズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 三鷹タイガースＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ゼファーＣ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＣ

H２１ 秋 三鷹ゼファーＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 新川本町ｽﾀｰｽﾞＡ 連雀スパローズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 野崎シャークスB 三鷹ゼファーＣ 三鷹タイガースＣ 連雀スパローズＣ

備考

2010 春 連雀スパローズA 野崎シャークスＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 新川リトルズＢ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＤ 連雀スパローズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

夏 連雀スパローズA 野崎シャークスＡ 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 新川リトルズＢ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＤ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 連雀スパローズＣ

H２２ 秋 連雀スパローズA 三鷹ゼファーＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 新川リトルズＢ 野崎シャークスB 連雀スパローズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞＤ 連雀スパローズＣ

備考

2011 春 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＡ 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズA 連雀スパローズB 新川リトルズＢ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＢ 連雀スパローズＣ 新川リトルズＣ 井口ﾔﾝｸﾞﾋﾞｸﾄﾘｰ

夏 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＡ 連雀スパローズB ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＢ 三鷹タイガースＢ 連雀スパローズＣ 新川リトルズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

H２３ 秋 三鷹ゼファーＡ 新川リトルズＡ 連雀スパローズA 連雀スパローズB 三鷹タイガースＢ ｼﾞｭﾆｱﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞＢ 連雀スパローズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 新川リトルズＣ

備考

　　　一部　春１６チーム　夏１６チーム　秋１６チーム　　　　　二部　春１０チーム　夏１１チーム　秋１１チーム　　　　　　　三部　春１０チーム　夏１２チーム　秋１５チーム

一部　春１６チーム夏１６チーム秋１６チーム（さわやか杯タイガース準優勝）　二部　春９チーム　夏９チーム　秋９チーム　　三部　春９チーム　夏１１チーム　秋１５チーム

　　　一部　春１６チーム　夏１６チーム　秋１６チーム　　　　　二部　春１０チーム　夏１１チーム　秋１１チーム　　　　　　　三部　春１１チーム　夏１２チーム　秋１５チーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴　代　大　会　成　績　表　　　　　　　　　　　　　　　　　２００４～２０１１　　（Ｈ１６年～Ｈ２３年）　　　　Ｎｏ５

年度 季
一　部 二　部 三　部

　　　一部　春１６チーム　夏１６チーム　秋１６チーム　　　　　二部　春１０チーム　夏１０チーム　秋１１チーム　　　　　　　三部　春１１チーム　夏１４チーム　秋１７チーム

一部　春１６チーム夏１６チーム秋１６チーム（市町村大会スパローズ三位）　二部　春１２チーム夏１４チーム秋１４チーム　三部　春１２チーム夏１２チーム秋１６チーム

　　　一部　春１７チーム　夏１７チーム　秋１６チーム　　　　　二部　春９チーム　夏９チーム　秋１１チーム　　　　　　　　　三部　春１２チーム　夏１５チーム　秋１８チーム

　　　一部　春１８チーム　夏１８チーム　秋１８チーム　　　　　二部　春９チーム　夏９チーム　秋８チーム　　　　　　　　　　三部　春１３チーム　夏１４チーム　秋１６チーム

　　　一部　春１８チーム　夏１７チーム　秋１７チーム　　　　　二部　春７チーム　夏８チーム　秋８チーム　　　　　　　　　　三部　春１１チーム　夏１３チーム　秋１５チーム



優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位 優　勝 準優勝 三　位

2012 春 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 新川リトルズＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 新川リトルズＣ 連雀スパローズＣ

夏 連雀スパローズA いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 連雀スパローズB 新川リトルズＢ 三鷹タイガースＢ 連雀スパローズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹メッツＣ

Ｈ２４ 秋 連雀スパローズA いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 新川リトルズＡ 連雀スパローズB 新川リトルズＢ 三鷹タイガースＢ 連雀スパローズＣ 三鷹メッツＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

備考

2013 春 連雀スパローズA 新川リトルズＡ 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズB 野崎シャークスB 新川リトルズＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 連雀スパローズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ

夏 連雀スパローズA 三鷹ゼファーＡ 三鷹メッツＡ 連雀スパローズB 野崎シャークスB 新川リトルズＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＣ

H２５ 秋 三鷹メッツＡ 新川リトルズＡ 連雀スパローズA 連雀スパローズB 新川リトルズＢ 野崎シャークスB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ゼファーＣ 連雀スパローズＣ

備考

2014 春 連雀スパローズA 新川リトルズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズB 井口ヤングＢ 三鷹メッツＢ 連雀スパローズＣ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

夏 野崎シャークスＡ 三鷹メッツＡ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＡ 連雀スパローズB 三鷹メッツＢ 井口ヤングＢ 連雀スパローズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＣ

H２６ 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 三鷹メッツＡ 野崎シャークスＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 三鷹ジャガーズＢ 連雀スパローズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ

2015 春 三鷹ゼファーＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 井口ヤングＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ゼファーＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ

夏 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 三鷹ゼファーＡ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 三鷹タイガースＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ゼファーＣ 新川リトルズＣ

H２７ 秋 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 三鷹ゼファーＡ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 連雀スパローズB 三鷹タイガースＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 連雀スパローズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ

2016 春 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＡ 連雀スパローズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

夏 連雀スパローズA いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 新川リトルズＡ 連雀スパローズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＣ

H２８ 秋 連雀スパローズA いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 新川リトルズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 新川リトルズＣ 連雀スパローズＣ

2017 春 新川リトルズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ジャガーズＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ

夏 三鷹ゼファーＡ 新川リトルズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 三鷹ゼファーＣ 三鷹ジャガーズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ

H２９ 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 野崎シャークスA 三鷹ゼファーＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 三鷹ゼファーＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 高山ﾌｧｲﾀｰｽﾞＣ

2018 春 連雀スパローズA 新川リトルズＡ 井口ヤングＡ 井口ヤングＢ 三鷹タイガースＢ 連雀スパローズＢ 三鷹ジャガーズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 連雀スパローズＣ

夏 新川リトルズＡ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 連雀スパローズB 新川リトルズＢ 井口ヤングＢ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＣ 三鷹ジャガーズＣ 連雀スパローズＣ

H３０ 秋 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 新川リトルズＡ 連雀スパローズA 井口ヤングＢ 三鷹タイガースＢ 新川リトルズＢ 三鷹ジャガーズＣ 野崎シャークスＣ 連雀スパローズＣ

備考

備考

備考

（岩崎理事長死去）一部春１３チーム夏１３チーム秋１３チーム　二部春８チーム夏７チー　秋６チーム　三部春１０チーム夏１３チーム秋１６チーム （多摩川トップボール杯開始）

（渡辺理事長就任）一部春１３チーム夏１３チーム秋１３チーム　二部春４チーム夏４チーム秋５チーム　三部春１０チーム夏１２チーム秋１６チーム

ジャビット　優勝連雀ﾞ・準優勝いずみﾞ・三位リトルズ・深大寺（１３チーム） 新人戦優勝 優勝ゼファー　準優勝井口　三位ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ・高山（１３チーム）

季
一　部 二　部 三　部

備考
　　　一部　春１３チーム　夏１４チーム　秋１４チーム　　　　二部　春６チーム　夏６チーム　秋６チーム　　　　　　　　　　三部　春６チーム　夏８チーム　秋１２チーム

　　　一部　春１６チーム　夏１６チーム　秋１６チーム　　　　　二部　春５チーム　夏５チーム　秋５チーム　　　　　　　　　　三部　春１０チーム　夏１１チーム　秋１４チーム

　　　一部　春１６チーム　夏１５チーム　秋１４チーム　　　　　二部　春４チーム　夏５チーム　秋５チーム　　　　　　　　　　三部　春９チーム　夏１１チーム　秋１３チーム

ジャビット　優勝野崎・準優勝いずみ・三位深大寺・ゼファー（１１チーム） 新人戦　優勝いずみ・準優勝連雀・三位深大寺・ゼファー（１４チーム）

一部　春１３チーム夏１３チーム秋１３チーム　二部　春５チーム夏６チーム秋６チーム　三部　春７チーム夏７チーム秋１０チーム　本年度からジャビット・新人戦大会開催

ジャビット　優勝いずみ・準優勝ゼファー・三位連雀・深大寺（１１チーム） 新人戦　優勝連雀・準優勝深大寺・三位ジャガーズ・タイガース（１２チーム）

備考

ジャビット　優勝リトルズ・準優勝連雀・三位ジャガーズ・いずみ（１４チーム） 新人戦　優勝ゼファー・準優勝井の頭・三位リトルズ・いずみ（１１チーム）

（羽山理事長死去・岩崎理事長就任）一部春１６チーム夏１６チーム秋１６チーム二部春１２チーム夏１４チーム秋１４チーム三部春１２チーム夏１２チーム秋１６チーム

ジャビット　優勝いずみ・準優勝連雀・三位ゼファー・北野（１３チーム） 新人戦　優勝リトルズ・準優勝深大寺・三位いずみ・連雀（１３チーム）

チーム数減少の為開催中止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴　代　大　会　成　績　表　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２～２０１８　　（Ｈ２４年～Ｈ３０年）　　　Ｎｏ６

年度



2019 春 三鷹ゼファーＡ 三鷹ジャガーズＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 野崎シャークスＢ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞB 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ジャガーズＣ 井口ヤングＣ

夏 井口ヤングＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 新川リトルズＡ 野崎シャークスＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 新川リトルズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ジャガーズＣ 北野ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞC

H３１ 秋 三鷹ゼファーＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 井口ヤングＡ 野崎シャークスＢ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽB 新川リトルズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹ジャガーズＣ 連雀スパローズＣ

2020 春 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＡ 新川リトルズＡ 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズＣ 新川リトルズＣ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＣ

夏

R　２ 秋 新川リトルズＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズＣ 新川リトルズＣ 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＣ

2021 春 いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 井の頭ﾌｪﾆｯｸｽＡ 三鷹ジャガーズＡ 連雀スパローズB 深大寺ﾗｲﾅｰｽﾞＢ 新川リトルズＢ 三鷹ジャガーズＣ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＣ 三鷹メッツＣ

夏 連雀スパローズB 井口ヤングＡ 三鷹ジャガーズＡ 三鷹ジャガーズＣ 連雀スパローズＣ 三鷹タイガースＣ

R　３ 秋 連雀スパローズB いずみｽﾜﾛｰｽﾞＡ 連雀スパローズA 新川リトルズＢ 井口ヤングＢ いずみｽﾜﾛｰｽﾞＢ 三鷹ジャガーズＣ 連雀スパローズＣ 三鷹メッツＣ

2022 春

夏

R ４ 秋

2023 春

夏

R　５ 秋

2024 春

夏

R　６ 秋

2025 春

夏

R　７ 秋

2026 春

夏

R　８ 秋

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考

備考
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ジャビット　優勝井口・準優勝ゼファー・三位メッツ・連雀（１３チーム） 新人戦 優勝野崎　準優勝いずみ　三位深大寺・高山（１３チーム）

一部春１３チーム夏１３チーム秋１３チーム　二部春５チーム夏５チーム秋５チーム　三部春１１チーム夏１２チーム秋１４チーム

ジャビット　優勝いずみ・準優勝リトルズ・三位井の頭・高山（１２チーム） 新人戦 優勝いずみ　準優勝連雀　三位井の頭・メッツ（１０チーム）

感染予防開会式中止　　一部春１５チーム　夏中止　秋１３チーム　二部開催無し　三部春１１チーム　夏開催無し　秋１４チーム

ジャビット　優勝いずみ・準優勝連雀・三位井の頭・メッツ（１１チーム） 新人戦 優勝　連雀　準優勝　新川　三位　井口・メッツ（１１チーム）

感染予防開会式中止　　一部春１１チーム　夏１５チーム　秋１２チーム　二部春４チーム　夏開催無し　秋４チーム　　三部春１０チーム　夏１２チーム　秋１４チーム

チーム数減少の為開催中止コロナウイルス中止 コロナウイルス中止

チーム数減少の為開催中止









三鷹七小ﾀｲｶﾞｰｽＣ


