
チーム名 所属地域 チーム名 所属地域
小牧原ジュニアーズ 愛知県 松陽ファイターズ 京都府
光ヶ丘少年野球団 愛知県 ユニオンメッツ西京区 京都府
ダイヤモンドスターズ 愛知県 桂東体振ライオンズ 京都府
ニュータウンジャガーズ 愛知県 勧修イーグルス 京都府
近見クラブ 愛媛県 山科エンジェルス 京都府
波方クラブ 愛媛県 月輪スポーツ少年団 京都府
日吉少年野球クラブ 愛媛県 ＯＹＺパンサーズ 京都府
美城ヤンキース 愛媛県 松尾クラブ 京都府
桜井クラブ 愛媛県 川岡体振パンサーズジュニア 京都府
菊間少年野球クラブ 愛媛県 桂ファイブス 京都府
鳥生少年野球クラブ 愛媛県 洛央メジャーズ 京都府
富田パイレーツ 愛媛県 藤ノ森スーパースターズ 京都府
玉川クラブ 愛媛県 小金塚ファイヤーズ 京都府
川之江橘スポーツ少年団 愛媛県 園部ドリームス 京都府
朝倉ジュニア野球クラブ 愛媛県 上高野スポーツ少年団 京都府
上浦クラブ 愛媛県 長岡京サンダース 京都府
大島スポーツ少年団 愛媛県 向日ヨタローズ 京都府
立花ヤングスターズ 愛媛県 一橋ガッツボーイズ 京都府
常盤ヴィクターズ 愛媛県 オール常磐野スポーツ団 京都府
伯方マリンズ 愛媛県 松尾ジュニアーズ 京都府
名足小シーガルズ 宮城県 大山崎アニマルズ 京都府
金成ファルコンズ 宮城県 西院ブルーフェニックス 京都府
熊本南リトルシニア 熊本県 向日ブルージャガーズ 京都府
片品ファイターズ 群馬県 槙島ローレル 京都府
三原市少年軟式野球連盟 広島県 小向山少年野球倶楽部 京都府
泉野スポーツ少年団 高知県 美濃山ファイアーズ 京都府
横内オリオンズスポーツ少年団 高知県 長岡京東クラブ 京都府
太田マリーンズ 埼玉県 美山少年野球クラブ 京都府
星河少年野球 埼玉県 南太秦クラブ 京都府
Ｃチーム 埼玉県 久世少年野球部 京都府
新里イーグルス 埼玉県 百々ユニオンズ 京都府
上高野クリッパーズ 埼玉県 吉祥院ユニオンズ 京都府
行田泉小少年野球 埼玉県 一休ヶ丘ファイターズ 京都府
柏原アローズ 埼玉県 京都バファローズ　 京都府
大宮アローズ 埼玉県 向日ファイターズ 京都府
新曽北ドルフィンズ 埼玉県 Ｆ－Ｗｉｎｇｓ少年野球倶楽部 京都府
川越スラッガーズ 埼玉県 伊勢田ファイターズＤ 京都府
熊谷グリーンタウン 埼玉県 長岡京フェニックス 京都府
美谷本ファイターズ 埼玉県 向日フレンズ 京都府
高砂マリーンズ 埼玉県 三室戸パイレーツスポーツ少年団 京都府
あおぞら子供会野球部 埼玉県 マキノ少年野球団 滋賀県
宮沼ファイターズ 埼玉県 マキノジュニアベースボールクラブ 滋賀県
南町サザンクロス 埼玉県 草津バトルスポーツ少年団 滋賀県
北谷ドラゴンズ 埼玉県 吉身少年野球クラブ 滋賀県
山大附属中野球部 山形県 御園スカイラーク 滋賀県
久保軟式野球スポーツ少年団 山口県 玉川スポーツ少年団 滋賀県
鹿児島シャークス 鹿児島県 日の出ファイターズ 滋賀県
高志ビクトリーズ 新潟県 イーストフレンズ 滋賀県
本牧サンダース 神奈川県 長浜ビクトリーズ 滋賀県
菅南フォックス 神奈川県 湖南ビッグボーイズ 滋賀県
緑台少年野球教室 神奈川県 治田東スポーツ少年団 滋賀県
東新少年野球部 神奈川県 高宮スポーツ少年団 滋賀県
根岸海城クラブ 神奈川県 向粟崎イーグルス 石川県
横浜モンキーズ 神奈川県 畷ウィングス 大阪府
エスパー 神奈川県 北池田ノースレッズ 大阪府
丸子通一丁目少年野球部 神奈川県 高槻ベースボールクラブＢ 大阪府
上永谷少年野球部 神奈川県 牧野西キングス 大阪府
小田中央子ども会野球部 神奈川県 大阪平野グレートボーイズ 大阪府
六会レッズＢ 神奈川県 島本ヤンキース 大阪府
スーパージャガーズ 神奈川県 香里ヤングフェニックス 大阪府
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大鋸イーグルス 神奈川県 大阪泉北　少年野球協会「小学部」 大阪府
名瀬イーグルス 神奈川県 前畑ファイターズ 大阪府
あかつき野球部 神奈川県 天理菅法少年野球部 大阪府
横浜ジャイアンツ 神奈川県 住吉フレンド 大阪府
元宮ファイターズ 神奈川県 千里丘レッズ 大阪府
別所ザウルス 神奈川県 中宮ボンバーズ 大阪府
下野谷ジュニア 神奈川県 島本ジャガーズ 大阪府
みどり少年野球クラブ 神奈川県 都島ブラックファイターズ 大阪府
保土ヶ谷メッツ 神奈川県 大阪Ｊｒ．アスリート 大阪府
宿河原ベアーズ 神奈川県 和泉サークルズ 大阪府
足柄ボーイズ 神奈川県 キングジュニアーズ 大阪府
柳作イーグルス 神奈川県 生野ファイターズ 大阪府
日吉台リトルファイターズ 千葉県 野田ホークス 大阪府
花井ヤンキース 千葉県 吹田ニューヤング 大阪府
ＦＴＪ 千葉県 富田ブレーブス 大阪府
ホワイトビーストロング 千葉県 川西ジュニアーズ 大阪府
みゆきファルコンズ 千葉県 住之江ウルフ 大阪府
矢切コンドルス 千葉県 上野少年野球団 大阪府
ちはら台ファイターズ 千葉県 平尾タイガース 大阪府
薬円台リトルスター 千葉県 三国少年野球団 大阪府
前原サンライズ 千葉県 アスレチックスＢＢＣ 大阪府
サンスパッツ 千葉県 平野富士スポーツ少年団 大阪府
鎌ヶ谷ライオンズ 千葉県 高槻野田ファイターズ 大阪府
前原サンライズ 千葉県 オール枚方少年硬式野球協会 大阪府
エースライオンズ 千葉県 千里丘ホワイトタイガース 大阪府
柏リアノス 千葉県 サンシャインズ 大阪府
舞浜フェニックス 千葉県 高野大橋少年野球 大阪府
若宮アポロ 千葉県 高石高南 大阪府
有吉メッツ 千葉県 五ヶ荘東ジャガーズ 大阪府
白馬ベースボールクラブ 長野県 いぶき野ボールパークス 大阪府
東京キャピタルズ 東京都 交野レインボーズ 大阪府
ＳＰＢ 東京都 芝田少年野球部 徳島県
赤堤ファイターズ 東京都 新野東スポーツ少年団 徳島県
北砂アイガー 東京都 鴨島タイガース 徳島県
京友クラブ 東京都 三庄クラブ 徳島県
六合野球部 東京都 池田西部少年野球 徳島県
初台ＧＡＰＳ 東京都 福井若竹 徳島県
南白バッファローズ　（引退） 東京都 新開少年野球部 徳島県
南平アトムズ 東京都 横須少年野球クラブ 徳島県
田無エンジェルス 東京都 生比奈少年野球クラブ 徳島県
豊ベアーズ 東京都 Ｃｈａｔｅａｕｘ 奈良県
オレンジイーグルス 東京都 内牧ファイターズ 奈良県
富士クラブ 東京都 飛鳥 奈良県
キングタイガース 東京都 浮西リトルスターズ 奈良県
オール伊藤野球クラブ 東京都 今里星空野球クラブ 奈良県
梶山レッドスターズ 東京都 大宇陀ツウィンズ 奈良県
ホワイトユニオンズ 東京都 真美ヶ丘ウィングス 奈良県
マーベラー 東京都 白橿北ベアーズ 奈良県
町田玉川学園少年野球クラブＢ 東京都 郡山フレッシュ 奈良県
奥沢ビクトリー 東京都 福岡ボンバーズ 福岡県
東糀谷イーグルス 東京都 黒船軍団！庄内ジャガーズ 福岡県
北八王子エース 東京都 大沢少年団野球部 兵庫県
代官山モンキーズ 東京都 三輪ファイターズ 兵庫県
東深沢ジャガーズ 東京都 高次ファイターズ 兵庫県
松中小ファイターズ 東京都 室内少年野球部 兵庫県
葛西ユニオンズ 東京都 大久保ドジャース 兵庫県
高島エイト 東京都 六甲アイランド少年団ＢＣ 兵庫県
狛江三小ウインズ 東京都 兵庫エキサイトボーイズ 兵庫県
宮前ジュニアーズ 東京都 西宮浜マリナーズ 兵庫県
晴海アポローズ 東京都 小部少年団野球部 兵庫県
ＷＩＮＧＳ（ウィングス） 東京都 武庫川ビクトリー 兵庫県
四宮小少年野球クラブ 東京都 二見フレンズジュニア 兵庫県
春日橋ファイターズ 東京都 武庫川イーグルス 兵庫県
有馬スワローズ 東京都 狭間ガッツ 兵庫県



狛江　ホームライオンズ 東京都 ブルーボンバーズ 兵庫県
松原レインボーズ 東京都 小部ＢＢＣ 兵庫県
桃五少年野球クラブ 東京都 竹の台少年団野球部 兵庫県
若葉台フレンズ 東京都 高倉台スポーツクラブ 兵庫県
初台ビクトリー 東京都 太子ジュニア 兵庫県
杉十ファイターズ 東京都 小野松風ホープ 兵庫県

横尾スカイウェーブ 兵庫県
広田ブルースターズ 兵庫県
神戸本山ファイターズ 兵庫県
井吹東少年野球団Ｃ１ 兵庫県
良元・光明バファローズ 兵庫県
西山スターズ 兵庫県
ノースブラザーズ 北海道
岩出ホークス 和歌山県


