
支部 チーム名 監督 代表者 支部 チーム名 監督 代表者

北部 1 大野クラブ 黒崎　照幸 森下　忠男 西部 51 山下団地少年野球部 豊田　幸一 長　 　正則

2 大野ジュニア 相原　隆一 森下　忠男 52 山下少年野球部 勝部　茂 林　 　勝宏

3 岡崎シャトーズ 小澤　孝 小澤　孝 53 下山下少年野球部 佐藤　正 原　 　文雄

4 岡崎シャトーズジュニア 大谷　光芳 小澤　孝 54 若宮少年野球部 吉澤　一郎 西原 （女性）

5 岡崎メイツ 巻嶋　孝安 苅込　雄三 南部 55 黒西レンジャーズ 山口　武久 松本 （女性）

6 岡崎メイツジュニア 小林　壽久 原　　 信夫 56 幸町少年野球部 飯尾　政幸 清田　宰宏

7 金田子供会野球部 角田　勝美 金子　賢 57 菫平少年野球部 榎　　俊明 水島　巌

8 金田ジュニア 金子　賢 金子　賢 58 千石河岸少年野球部 田中　秀夫 府川　大作

9 金田 笹尾　延生 金子　賢 59 袖ヶ浜子供会野球部 梨本　雄司 関　 （女性）

10 神田リトルライオンズ 遠藤　隆 遠藤　隆 60 代官町自治会少年野球部 石川　猛 石川　猛

11 神田ライオンズ 菊地　秀哲 遠藤　隆 61 高浜台少年野球部 内海　明 須藤　勇

12 城島イーグルス 松井　正春 坂本　誠 62 撫子原ライオンズ 小磯　民幸 小磯　民幸

13 城島ジュニアイーグルス 岡崎　伸一 坂本　誠 63 虹ヶ浜東部少年野球部 塚田　和範 渡部　勲

14 相模フライヤーズ 小松　実 鎌田　一郎 64 花水台少年野球部 人見　輝昭 人見　輝昭

15 相模フラバーズ 中田　敬司 生野　賢治 65 札場北町少年野球部 高井　則之 高井　靖弘

16 フラバーズジュニア 嵯峨野弘巳 生野　賢治 66 札場横町少年野球部 長谷川行正 柳田　一敏

17 真土ビクトリー野球部 石川　克朗 武笠　守孝 67 桃浜ワイルドタイガース 貝瀬　清一 藤田 （女性）

18 真土ビクトリージュニア 江藤　隆夫 武笠　守孝 68 夕陽ヶ丘少年野球部 浅尾　仁 田中　繁男

19 豊田少年野球倶楽部 成塚　一 福山　和夫 69 龍城ヶ丘少年野球部 駒井　勝弘 佐藤　次男

20 豊田チャイルドジュニア 福山　和夫 成塚　一 中央 70 球友ジュニア 平井　国雄 平井　国雄

21 豊田ファイターズ 片倉　喜禎 森　　 孝之 71 崇善クラブ 牛山　一男 牛山　一男

22 中原 川崎　栄 福永　通 72 富士見ジャイアンツ 皿谷　公一 河合　清之

23 中原少年野球部 村山　龍三 宮崎　昌士 73 ヤングジャイアンツ 佐藤　正士 河合　清之

24 中原ジュニアタイガース 大和田浩芳 大和田 浩芳 74 富士見ホームランズ 岩本　吉堯 河本　豊

25 中原リトルタイガース 菅沼　由安 大和田 浩芳 75 富士見ホームランズｼﾞｭﾆｱ 矢吹　清一 河本　豊

26 東中原スカイラークス 三ヶ田義明 北島　国夫 76 松原少年野球部 杉山　睦 杉山　睦

27 東中原スポーツ少年団 稲毛　昇 松本　昇 77 松原少年野球部ジュニア 芳賀　秀夫 杉山　睦

28 八幡インディアンス 原田　邦彦 土屋 吉次郎 78 見附ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 大内　勝則 石田　信夫

29 八幡ファイターズ 上野　俊美 土屋 吉次郎 79 南原少年野球クラブ 高部　昇 加藤　英晴

30 横内少年野球部 渡辺　成人 今村　武則

31 横内ﾘﾄﾙﾅｼｮﾅﾙ少年野球部 伊澤　文男 伊澤　文男

32 横内ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｭﾆｱ少年野球部 石渡力之助 伊澤　文男

33 横内ベアーズ 新田　安久 佐藤　正幸

西部 34 旭少年野球部 小松　仁 熊沢　三男

35 出縄少年野球部 和田　眞 中野　文夫

36 金目少年野球部 加藤　修市 平井 保二郎

37 金目少年野球部ジュニア 沼尻　良治 平井 保二郎

38 金目ファイターズ 鳥海　正男 荻野　富武

39 金目ヤングファイターズ 渡辺　重雄 荻野　富武

40 金目ファイターズジュニア 稲垣　俊造 荻野　富武

41 吉沢少年野球部 梁井　敬一 猪俣　進

42 高村少年野球部 中川　昭一 澤野　憲二

43 土屋少年野球部 石黒　光司 鈴木　進吾

44 土屋少年野球部ジュニア 金沢　幸男 小菅　正

45 松延少年野球部 前田　武志 田村　貞雄

46 松延少年野球部ジュニア 笹尾　繁 田村　貞雄

47 松延チャイルド 田村　貞雄 田村　貞雄

48 万田少年野球部 姫野　公美 伊藤　信行

49 みずほジャックス 加藤　慶一 館岡　義範

50 みずほ少年野球クラブ 横山　郁二 館岡　義範
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