
西暦 年号 大会 優勝 準優勝

2022 令和04/冬 第58回 横浜レッドスネークス 屏風浦クラブ オール吉原 犬山ジャガーズ

2021 令和03/冬 第57回 港南台ファイターズ 横浜レッドスネークス フォースターズ 港南スピリット(合同ﾁｰﾑ)

2020 令和02/冬 中止

2019 令和01/冬 第56回 横浜レッドスネークス 丸山台少年野球部 相武山クラブ 杉の子クラブ

2018 平成30/冬 第55回 日野南レッドフォックス 笹下ベアーズ 洋光台球友イーグルス 上大岡隼

2017 平成29/冬 第54回 フォースターズ 犬山ジャガーズ 港南台ファイターズ 横浜レッドスネークス

2016 平成28/冬 第53回 リトルバイキングズ 横浜レッドスネークス千秀スターズ 港南台ブラックバーズ

2015 平成27/冬 第52回 港南台ブラックバーズ 梅林杉田 相武山クラブ オール吉原

2014 平成26/冬 第51回 汐見台ラッキー 杉の子クラブ 港南台メッツ 屏風浦クラブ

2013 平成25/冬 第50回 エスパー 犬山ジャガーズ 港南台メッツ 日野南ﾚｯﾄﾞﾌｫｯｸｽ

2012 平成24/冬 第49回 犬山ジャガーズ オール上郷 梅林杉田 玉輿芹が谷クラブ

2011 平成23/冬 第48回 リトルバイキングズ 杉の子クラブ オール上郷 横浜レッドスネークス

2010 平成22/冬 第47回 横浜レッドスネークス オール上郷 中永谷ファイターズ 日野南レッドフォックス

2009 平成21/冬 第46回 中永谷ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 洋光台ｸﾞﾘｰﾝ エスパー ﾘﾄﾙﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽﾞ

2008 平成20/冬 第45回 通り町ｲｰｸﾞﾙｽ ﾘﾄﾙﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽﾞ 相武山ｸﾗﾌﾞ 洋光台球友ｲｰｸﾞﾙｽ

2007 平成19/冬 第44回 エスパー ﾘﾄﾙﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽﾞ 日野南ﾚｯﾄﾞﾌｫｯｸｽ 元大橋ｷﾗｰｽﾞ

2006 平成18/冬 第43回 元大橋ｳｨﾝｸﾞｽ エスパー ｷﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ ﾔﾝｸﾞﾕﾆｵﾝ

2005 平成17/冬 第42回 鍛冶ヶ谷ｷﾝｸﾞｽ 港南台メッツ 相武山ｸﾗﾌﾞ 中永谷ﾌｧｲﾀｰｽﾞ

2004 平成16/冬 第41回 犬山ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 港南台メッツ 鍛冶ヶ谷ｷﾝｸﾞｽ ｷﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ

2003 平成15/冬 第40回 港南台メッツ ﾌｫｰｽﾀｰｽﾞ 一小ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ｵｰﾙ上郷

2002 平成14/冬 第39回 横浜ﾚｯﾄﾞｽﾈｰｸｽ 杉の子ｸﾗﾌﾞ 一小ﾌｧｲﾀｰｽﾞ エスパー

2001 平成13/冬 第38回 杉の子ｸﾗﾌﾞ 森ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 中永谷ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 日野南ｸﾗﾌﾞ

2000 平成12/冬 第37回 鍛冶ヶ谷ｷﾝｸﾞｽ 森ヶ丘ｺﾝﾄﾞﾙ ｵｰﾙ上郷A

1999 平成11/冬 第36回 港南台ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｰｽﾞ 日野第一ｻﾞ･ｽﾀｰｽﾞ 中永谷ﾌｧｲﾀｰｽﾞ

1998 平成10/冬 第35回 汐見台ﾗｯｷｰ 港南西洗ﾔﾝｸﾞｽﾀｰｽﾞ 港南台ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｰｽﾞ

1997 平成 9/冬 第34回 港南台メッツ 洋少ﾊﾞﾘｱﾝﾂ ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ ﾌｫｰｽﾀｰｽﾞ

1996 平成 8/冬 第33回 港南台メッツ 野庭ｺﾝﾄﾞﾙｽ 梅林杉田

1995 平成 7/冬 第32回 桜ｸﾗﾌﾞ 杉田大谷野球部 杉の子ｸﾗﾌﾞ

1994 平成 6/冬 第31回 杉の子ｸﾗﾌﾞ 若竹ｶｰｼﾞﾅﾙｽ ﾌｫｰｽﾀｰｽﾞ

1993 平成 5/冬 第30回 杉の子ｸﾗﾌﾞ 洋光台ｼﾞｭﾆｱﾗｲﾀﾞｰｽ

1992 平成 4/冬 第29回 若竹ｶｰｼﾞﾅﾙｽ 港南台メッツ ﾌｫｰｽﾀｰｽﾞ

1991 平成 3/冬 第28回 若竹ｶｰｼﾞﾅﾙｽ ﾌｫｰｽﾀｰｽﾞ

1990 平成 2/冬 第27回 杉の子ｸﾗﾌﾞ 港南台ｼｰｶﾞﾙｽ

1989 平成元/冬 第26回 洋光台ｼﾞｭﾆｱｲｰｸﾞﾙｽ 洋光台ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ

1988 昭和63/冬 第25回 港南台メッツ 野村ﾚｯﾄﾞﾌｫｯｸｽ

1987 昭和62/冬 第24回 洋少ﾊﾞﾘｱﾝﾂ 日野ﾘﾄﾙﾀｲｶﾞｰｽ

1986 昭和61/秋 第23回 野村ﾚｯﾄﾞﾌｫｯｸｽ 港南台ﾒｯﾂ

1986 昭和61/春 第22回 洋少ﾊﾞﾘｱﾝﾂ 梅林杉田

1985 昭和60/秋 第21回 日野ﾘﾄﾙﾀｲｶﾞｰｽ 野庭ｲｰｸﾞﾙｽ

1985 昭和60/春 第20回 野村ﾚｯﾄﾞﾌｫｯｸｽ 中原ﾄｯﾊﾟｰｽﾞ

1984 昭和59/秋 第19回 港南台ｸﾗﾌﾞ 野村ﾚｯﾄﾞﾌｫｯｸｽ

1984 昭和59/春 第18回 野庭ｺﾝﾄﾞﾙｽ 野村ﾚｯﾄﾞﾌｫｯｸｽ

1983 昭和58/秋 第17回 元大橋ｷﾗｰｽﾞ 野庭ｺﾝﾄﾞﾙｽ

1983 昭和58/春 第16回 野庭ｺﾝﾄﾞﾙｽ 梅林杉田

1982 昭和57/秋 第15回 野村ﾚｯﾄﾞﾌｫｯｸｽ ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ

1982 昭和57/春 第14回 野庭ｺﾝﾄﾞﾙｽ

1981 昭和56/秋 第13回 杉田台つくし

1981 昭和56/春 第12回 杉田台つくし

1980 昭和55/秋 第11回 日野ﾔﾝｸﾞﾎｰｸ

1980 昭和55/春 第10回 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟﾝｻｰ

1979 昭和54/秋 第 9回 杉田大谷

1979 昭和54/春 第 8回 ﾌｫｰｽﾀｰｽﾞ

1978 昭和53/秋 第 7回 ｷﾝｸﾞﾀｲｶﾞｰｽ

1978 昭和53/春 第 6回 元大橋ｷﾗｰｽﾞ

1977 昭和52/秋 第 5回 ｷﾗｰｽﾞ

1977 昭和52/春 第 4回 ｷﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ

1976 昭和51/秋 第 3回 春日野ﾌｧｲﾀｰｽﾞ

1976 昭和51/春 第 2回 ｷﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ

1975 昭和50/秋 第 1回 ｷﾝｸﾞﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ

三位
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