
■Ｃクラス 

年度／大会名 優 勝 準優勝 

平成 30年度 

1-1 狭山茶ッパーズ ****** 

1-2 狭山メジャーズ ****** 

1-3 ＬＩＢＥＲＯ ****** 

2-1 スクラッチ ****** 

2-2 野球倶楽部ノア ****** 

秋 ＲＡＮＧＥＲＳ ジェイズ 

平成 29年度 

1-1 西武商事（株） ****** 

1-2 アスピラーズ ****** 

1-3 山王ＳＵＮＳ ****** 

2-1 ＪＯＨＮＳＯＮ ****** 

2-2 ＬＩＢＥＲＯ ****** 

2-3 ＢＡＴＳ ****** 

秋 ＸＺＥＮＩＴＨＸ 狭山茶ッパーズ 

平成 28年度 

1-1 ブラックソックス ****** 

1-2 山王ＳＵＮＳ ****** 

1-3 ＷＩＬＤ ＨＯＧＳ ****** 

2-1 フライヤーズ ****** 

2-2 ばってんが ****** 

2-3 西武商事（株） ****** 

秋 西武商事（株） 野球倶楽部ノア 

平成 27年度 

1-1 エスファミリー ****** 

1-2 Ｐ．Ｂ ****** 

1-3 ＬＡＧＥＲＳ ****** 

1-4 Ｓｔａｒ Ｐｌａｙｅｒｓ ****** 

2-1 ボイルドスピナッチ ****** 

2-2 ＪＯＨＮＳＯＮ ****** 

2-3 レンジャース ****** 

秋 *連盟創立 60周年記念大会として実施 

平成 26年度 

 

＜秋＞ 

上段：C1 

下段：C2 

1-1 プラチナ ****** 

1-2 茶ッパーズ ****** 

1-3 プラチナシルバー ****** 

1-4 白虎 ****** 

2-1 ＮＥＸＡＳ ****** 

2-2 narrow mountain ****** 

2-3 ばってんが ****** 

秋 西武商事（株） ばってんが 



 ＮＥＸＡＳ ＴＯＭＣＡＴ 

平成 25年度 

 

上段：C1 

下段：C2 

春 
謎球会 プラチナ 

ＪＡＳＴＩＣＥ 熱血!リベンジャーズ 

夏 
エクスプレスⅡ 謎球会 

Ｐ．Ｂ ＴＥＡＭ武蔵 

秋 
ＪＡＳＴＩＣＥ 野球倶楽部ノア 

ＷＩＬＤ ＨＯＧＳ ＬＩＢＥＲＯ 

平成 24年度 

 

上段：C1 

下段：C2 

春 
ヒーローズ エアーサプライ 

ベンチプレス 謎球会 

夏 
ザ・フリーウエイ ベンチプレス 

Ｄタイガース 西武商事（株） 

秋 
Ｄタイガース プラチナシルバー 

謎球会 ＪＯＨＮＳＯＮ 

平成 23年度 

 

上段：C1 

下段：C2 

春 
 トンネルズ 小岩井パワーズ 

熱血!リベンジャーズ レジェンド 

夏 
甚作 ＢＡＴＳ 

エアサプライ 野球部 

秋 
スッポン ダットサン 

野球部 ＦＳロケッツ 

平成 22年度 

 

上段：C1 

下段：C2 

春 
あぶらや 白虎 

狭山神経内科病院 スッポン 

夏 
あぶらや 白虎 

狭山アンビュランス トンネルズ 

秋 
狭山神経内科病院 ＢＡＴＳ 

小岩井パワーズ 甚作 

平成 21年度 

春 Ｓｔａｒ Ｐｌａｙｅｒｓ 八千代工業 

夏 八千代工業 ダットサン 

秋 バーバリアンズ ＬＩＢＥＲＯ 

平成 20年度 

春 グルーバーズ ポッパーズ 

夏 侍ウィナーズ ラプターズ 

秋 Ｓｔａｒ Ｐｌａｙｅｒｓ 八千代工業 

平成 19年度 

春 山王ＳＵＮＳ プラチナ 

夏 山王ＳＵＮＳ ジェイズ 

秋 山王ＳＵＮＳ ラプターズ 

平成 18年度 

春 熱血リベンジャーズ ドリフターズ 

夏 あぶらや エアサプライ 

秋 熱血！リベンジャーズ ＢＡＴＳ 

平成 17年度 春 狭山グリフィン ファイヤーズ 



夏 ダットサン 八千代工業 

秋 50 周年記念大会 

平成 16年度 

春 日本電波工業アパッチ 狭山イーグルス 

夏 ミッツ マシンズ 

秋 フェローズ ＡＩ 

平成 15年度 

春 グリンティーズ狭山 フェニックス 

夏 メテオス ファイヤーズ 

秋 コムレイド ミッツ 

平成 14年度 

春 ＳＤＬ．ＥＸ ザ・フリーウェイ 

夏 ザ・フリーウェイ パイレーツ 

秋 闘魂野球クラブ スクラッチ 

平成 13年度 

春 ブルドッグス エアサプライ 

夏 レッドブルズ 第３野球部 

秋 狭山グリフィン エアサプライ 

平成 12年度 

春 フェローズ ジェイズ 

夏 ドリーミン ジェイズ 

秋 レジェンド ＳＨＡＲＫ 

平成 11年度 

春 ファットマン スチャラカーズ 

夏 ファットマン 銀座クラブ 

秋 ドリームス 狭山バーバリアンズ 

平成 10年度 

春 エクスプレスⅡ ドリームス 

夏 ブラウニーサンデー ネオデンジャラス 

秋 西埼玉ＳＢＣ 銀座クラブ 

平成 9年度 

春 サン精機 ブライアンズ 

夏 ロジャース 白虎 

秋 サン精機 あぶらや 

平成 8年度 

春 狭山ボウズクラブ マンキース 

夏 ミッツ 全酪ファーマーズ 

秋 マンキース 狭山郵便局 

平成 7年度 

春 ロックウェルジャパン 空自フェニックス 

夏 ＨＥＮブランキーズ 狭山バーバリアンズ 

秋 フィーバーズ 狭山郵便局 

平成 6年度 

春 狭山水産デンジャラス オールディーズ 

夏 東京飲売ビアーズ ビアーズ 

秋 ノンベーズ 朝日クラブ 

平成 5年度 

春 エグザスブルート バットボーイズ 

夏 エグザスブルート コーセーキッズ 

秋 ウィナーズ ハラダーズ 



平成 4年度 

春 フェニックス ダットサン 

夏 狭山クラブ ビアーズ 

秋 サンキン 東亜電波 

平成 3年度 

春 スッポン ベアーズ 

夏 サンキン ＡＴＣフェニックス 

秋 スッポン フェニックス 

平成 2年度 

春 柳河精機 ロッテ狭山 

夏 ポッパーズ ビクトリーズ 

秋 狭山ドールズ パイレーツ 

平成元年度 

春 メイント 田島野球クラブ 

夏 ベアーズ 光明 

秋 フレイティーズ  

昭和 63年度 

春 ビクトリーズ 整捕群 

夏 ポッパーズ ビーナス 

秋 スッポン ＦＳジェッツ 

昭和 62年度 

春 ヒーローズ ミミンボオペロンズ 

夏 ブルドッグス ＦＳジェッツ 

秋 伸和会野球クラブ トンネルズ 

昭和 61年度 

春 ミミンボオペロンズ ホンダエクスプレス 

夏 ダイニック コーセーアスカ 

秋 東亜電波 コーセー佐川 

昭和 60年度 

春 マスターズ ミヤザキ 

夏 レーザース コスミック 

秋 マスターズ ジャガーズ 

昭和 59年度 

春 ジョリファムズ 中空司 

夏 電々狭山 新村印刷 

秋 中空司 ホンダエクスプレス 

 


