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注1：チーム名略称 注2：大会名略称 注3：出典

○ 青葉少年 ：青葉少年野球ｸﾗﾌﾞ ○ 地区大会 ：東京少年野球東村山地区大会 ○ 東村山市市民体育大会（S39～）実施要項

○ ｼﾞｬｶﾞｰｽ ：秋津ジャガース ○ 防犯大会 ：東村山市防犯少年野球大会 ○ 東村山体協だより（1971/S46創刊）

○ 久米ﾌｧｲ ：久米川ファイターズ ○ 春季 ：東村山市春季体育大会少年野球競技大会 ○ 東村山市体協20周年記念誌（1984）

○ コスモス ：コスモスライダース ○ 秋季 ：東村山市市民体育大会競技少年軟式野球種別小学1部2 ○ 東村山市体協30周年記念誌（1994）

○ ｼｰｶﾞﾙｽ ：東村山シーガルス ○ 学童 ：東京都知事杯争奪・ ○ 東村山市体協40周年記念誌（2004）

○ ｼｬｰｸｽ ：レッドシャークス      ∟東京都学童軟式野球大会東村山支部大会 ○ 東村山市スポーツ宣言30周記念誌

○ ｽﾜﾛｰｽﾞ ：富士見町スワローズ ○ 新人戦 ：東村山市少年軟式野球・ ○ 吉田肥生常任理事（東野球部）資料

○ ｼﾞｭﾆﾌｧｲ ：ジュニファイヤ-ズ ∟東京新聞杯争奪東京都学童軟式野球新人戦大会東村山支部大会 ○ 市川俊二副理事長（久米ﾌｧｲ）資料

○ メッツ ：ジュニアメッツ ○ 卒業生 ：東村山市少年軟式野球卒業生大会 ○ 松岡昌一副理事長（ﾗｲｵﾝｽﾞ）資料

○ ﾗｲｵﾝｽﾞ ：東萩山ライオンズ ○ ｼﾞｬﾋﾞｯﾄ ：よみうり多摩ジャビット杯少年軟式野球大会・東村山市予選 ○ 米岡志朗常任理事（青葉少年）資料

○ ﾔﾝｷｰｽ ：ＮＴＴヤンキース ○ 市町村 ：東京都市町村大会 ○ 桑原　勇元理事（ｼｬｰｸｽ）資料

○ 運動会 ：東村山市少年軟式野球連盟 ○ 下條　功元理事（ｷﾝｸﾞｽ）資料

　　 ∟六年生送別球団対抗親睦運動会

過去の球団

・青葉ﾌｫｱｰﾒｲﾄ・青葉ﾗｲｵﾝｽﾞ・秋津ｸﾗﾌﾞ・秋津商店会・秋津ｾﾈﾀｰｽﾞ・秋津ジャガーｽﾞ・秋津ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽ・NTTﾔﾝｷｰｽﾞ・久米川ｸﾗﾌﾞ・多摩湖ﾍﾞｱｰｽﾞ東青ｸﾗﾌﾞ・東村山ｷﾝｸﾞｽ

・東村山ﾚﾃﾞｨｰｽ・ﾍﾞｱｰｽﾞ・ﾎﾜｲﾄｲｰｸﾞﾙｽ・ﾎﾜｲﾄｽﾀｰｽﾞ・美住少年野球ｸﾗﾌﾞ・南台ﾛﾋﾞﾝｽ・みなみの・南野ｷｯｽﾞ・廻田ｶｰﾌﾟ・ﾚｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ・八坂ｾﾛｰｽﾞ・ﾕﾆｵﾝﾌｧｲﾀｰｽﾞ・ｳﾞｨｸﾄﾘｰ

参考：連盟結成以前市民体育大会少年野球大会記録（市教育委員会・体協主催・産経新聞等後援）

（小学） （中学） 少年の部 中学の部

1 1964 昭和39年 ＊市民体育大会創設

2 1965 昭和40年

3 1966 昭和41年

4 1967 昭和42年

5 1968 昭和43年

6 1969 昭和44年 ←着色部分は、記録不明

7 1970 昭和45年

8 1971 昭和46年

9 1972 昭和47年 ｳﾞｨｸﾄﾘｰ ｳﾞｨｸﾄﾘｰ

10 1973 昭和48年 ｳﾞｨｸﾄﾘｰ ﾔﾝｶﾞｰｽ ＊青葉地区少年野球大会発足

11 1974 昭和49年

12 1975 昭和50年 青葉少年/八坂ｸﾗﾌﾞ＊ ＊引き分け優勝

備　　考No 西暦 年度 春季
秋季 防犯協会大会
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（一部） （二部） 少年の部 中学の部

13 1976 昭和51年 ＊連盟創立参画37球団70ﾁｰﾑ

14 1977 昭和52年

15 1978 昭和53年 青葉少年 ＊体協に加盟、久米川少年球場ｵ-ﾌﾟﾝ

16 1979 昭和54年 南台ﾛﾋﾞﾝｽ ミスミｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｼﾞｬｶﾞ 秋津商店会 ＊廻田球場ｵｰﾌﾟﾝ　∟80ﾁｰﾑ1500人参加

17 1980 昭和55年 電々ﾔﾝｷｰｽ コスモス ﾘﾄﾙｼﾞｬｶﾞ 秋津ｲｰｸﾞﾙ

18 1981 昭和56年 ｼﾞｬｶﾞｰｽ ｼﾞｬｶﾞｰｽ ﾘﾄﾙｼﾞｬｶﾞ 青葉ﾍﾞｱｰｽﾞ

19 1982 昭和57年 南台ｼｰｶﾞﾙｽ 南台ｼｰｶﾞﾙ ﾘﾄﾙｼﾞｬｶﾞ 青秋クラブ

20 1983 昭和58年 ｼﾞｬｶﾞｰｽ 青葉少年 コスモス 青葉少年 青秋クラブ 青葉少年第35回地区大会優勝

21 1984 昭和59年 ｼﾞｬｶﾞｰｽ 久米川少年 ＊体協20周年　登録34球団

22 1985 昭和60年 コスモス コスモス 南台ｼｰｶﾞﾙ 青秋クラブ

23 1986 昭和61年 南台ｼｰｶﾞﾙ 久米ファイ

24 1987 昭和62年 秋津クラブ キングス シャークス 秋津クラブ 秋津クラブ

25 1988 昭和63年 コスモス コスモス シーガルス 久米ファイ 秋津クラブ

26 1989 平成元年 秋津クラブ 秋津クラブ コスモス 青葉少年 コスモス ＊登録31球団　市制施行25周年記念

27 1990 平成2年 ベアーズ キングス スワローズ シャークス コスモス ＊登録980名

28 1991 平成3年 久米ファイ キングス コスモス スワローズ 久米ファイ ＊登録30球団

29 1992 平成4年 ヤンキース ヤンキース ヤンキース 久米ファイ シーガルス ヤンキース市町村準優勝

30 1993 平成5年 シーガルス 久米ファイ シーガルス 秋津クラブ コスモス 久米ファイ

31 1994 平成6年 コスモス コスモス 久米ファイ 南台ﾛﾋﾞﾝｽ 久米ファイ

32 1995 平成7年 秋津クラブ コスモス コスモス シーガルス キングス

33 1996 平成8年 コスモス 秋津クラブ 久米ファイ シーガルス シーガルス 久米ファイ コスモス都大会3位？

34 1997 平成9年 ヤンキース ヤンキース シーガルス ｼﾞｭﾆﾌｧｲ

35 1998 平成10年 シーガルス 秋津クラブ シーガルス ライオンズ コスモス 久米ファイ

36 1999 平成11年 ｼﾞｭﾆﾌｧｲ コスモス コスモス シーガルス シャークス シャークス

37 2000 平成12年 キングス 東清クラブ キングス コスモス シーガルス コスモス ＊柏崎市交流　連盟23球団700名

38 2001 平成13年 ライオンズ 青葉少年 シーガルス ライオンズ コスモス コスモス ライオンズ市町村準優勝

39 2002 平成14年 キングス 久米ファイ 久米ファイ ライオンズ シーガルス 久米ファイ

40 2003 平成15年 ライオンズ ライオンズ ライオンズ シーガルス コスモス 青葉少年 シーガルス ライオンズ市町村優勝

41 2004 平成16年 ライオンズ ライオンズ 青葉少年 シーガルス シーガルス 久米ファイ ｼﾞｭﾆﾌｧｲ ライオンズ市町村優勝　　「＊登録16球団

42 2005 平成17年 シーガルス シーガルス ｼﾞｭﾆﾌｧｲ メッツ 青葉少年 ｼﾞｭﾆﾌｧｲ シーガルス コスモス ＊連盟発足30周年　ｼｰｶﾞﾙｽ市町村3位

以下次ページ

運動会ｼﾞｬﾋﾞｯﾄ卒業生
防犯協会大会

学童春季年度 新人戦
秋季

終了期不明

No 備　　考西暦
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（一部） （二部）

43 2006 平成18年 シャークス ライオンズ 青葉少年 ｼﾞｭﾆﾌｧｲ 特になし コスモス ライオンズ 久米ファイ 久米ファイ ＊登録15球団　女子ﾁｰﾑ選抜

44 2007 平成19年 コスモス メッツ メッツＡ シーガルス ジュニファイ メッツ 東野球部

45 2008 平成20年 ｼﾞｭﾆﾌｧｲ コスモス 久米ファイ ドリーム ライオンズ ドリーム ドリーム ジャビット杯・学童新人戦 ドリーム優勝

46 2009 平成21年

47 2010 平成22年

48 2011 平成23年

49 2012 平成24年

50 2013 平成25年

51 2014 平成26年

52 2015 平成27年

53 2016 平成28年

54 2017 平成29年

55 2018 平成30年

56 2019

57 2020

58 2021

59 2022

60 2023

61 2024

62 2025

63 2026

64 2027

65 2028

66 2029

67 2030

68 2031

69 2032

70 2033

71 2034

72 2035

運動会 備　　考
秋季

ｼﾞｬﾋﾞｯﾄ上位大会成績等 卒業生No 西暦 年度 春季 学童 新人戦


