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1988年
壷・太田 星野・竹田 番場・松本 戸坂・渡辺
（桜台） （東京グリーン） （青梅市民） （富士見ヶ丘・緑ヶ丘ローン）

1989年
惣福・曽雄 金井・藤城 浅見・関谷 小室・今川

（八王子ローン・東陽） （富士見台・西が丘） （ミタカ） （武蔵野ローン）

1990年
松本・平山 吉田・川村 吉田・若林 増田・松尾

（すぎな・ミタカ） （サニーサイド国立・八王子ローン） （サニーサイド） （善福寺公園）

1991年 資料消失 資料消失 資料消失 資料消失

1992年
笹路・桝野 武田・松本 深沢・江口 小玉・加藤

（すぎな・京王TC） （東村山市民・すぎな） （田無スポーツ） （多摩サークルC）

1993年
武田・村上 桝野・笹路 鈴木・大島 沼尻・奥川

（東村山市民・武蔵野ローン） （京王・すぎな） （府中サンC） （レインボー）

1994年
西野・後藤 遠山・前田 中山・椎津 鈴木・塩田

（立野L・メリー＆ハリー） （国立西が丘・トピレック） （大正セントラル） （京王・石神井ローン）

1995年
西野・椎津 遠山・前田 川村・村上 有井・桧垣

（立野L・大正セントラル） （西が丘・トピレック） （すぎな・多摩L) （田柄・立川G）

1996年
長島・宮 惣福・井出 鈴木・佐野峰 三宅・中山
（京王） （多摩サークル・南部） （プラネット） （中山S・奈良原サークル）

1997年
大島・渋川 長島・宮 大石・飯沼 川上・河田

（ビッグファイト） （京王） （立川TC） （石神井L）

1998年
渋川・松尾 長島・宮 善田・川村 大用・高地

（ビッグファイト・トピレック） （京王） （東宝調布） （府中サンC・京王）

1999年
田中・善田 富沢・鈴木 萬野・山谷 石井・中村

（スクランブル・東宝調布） （関町L・プラネット） （富士見ヶ丘L・HTC） （東宝調布・武蔵野G）

2000年
井出・高橋 小橋・佐野 町田・興野 丸山・田中

（桜台・ビッグファイト） （町田L・ビッグファイト） （神宮） （田無SC・小金井クラブ）

2001年 資料消失 資料消失 資料消失 資料消失

2002年
井出・高橋 中島・土生 小野・佐藤 木下・茂呂

（桜台・ビッグファイト） （日野市民） （一球一打会） （保谷R・フレッシュレディース）

2003年
中島・竹中 井上・小原 岡・猪俣 大野・笠原

（日野市民・竹の子） （東宝調布・竹の子） （府中サンC・秋川） （あたごDS・狛江ラケット）

2004年
長崎・三橋 平田・大野 柴田・黒田 下野・新井

（神崎・府中サンC） （多摩サークルC・あたごDS） （クレスト・オールウィイズ） （国立西が丘）

2005年
岡・猪俣 長崎・三橋 鈴木・竹内 出本・細川

（府中サンC・秋川クラブ） （神崎・府中サンC） （プラネット・竹の子） （あたごDS）

2006年
東海林・佐藤 七澤・和田 大竹・吉野 渡邉・宮本

（アシニス・富士見台） （一球一打会・神崎） （一球一打会） （アシニス）

2007年
大竹・吉野 清水・大野 清原・小泉 大石・幸田

（一球一打会） （ベアーズ・あたごDS） （関町ローン・サントピア） （フレッシュレディース）

2008年
大竹・吉野 小俣・戸谷 宮田・関 豊田・高杉

（一球一打会） （ひばりが丘サークル） （クレスト・一球一打会） （あたごDS）

2009年
大竹・吉野 清水・三木 丸岡・因藤 本間・仙波

（一球一打会） （ベアーズ・サントピア） （高松ローン・竹の子） （ライジング・東村山市民）

2010年
大竹・吉野 荒川・石田 坂田・宮田 月本・杉本

（一球一打会） （日野市民・Team Papas） （プラネット・クレスト） （T's club・府中サンC）
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2011年
倉掛・勝原 久保・桜井 海老沢・勝盛 朝野・山田

（クレスト・STEP) （フジノ・昭和の森） （東宝調布・T's club） （TT4C・HTC）

2012年
亀山・堤 雨川・山川 小野・長澤 長島・松下

(一球一打会・T's club) (高松ローン) (西原グリーン・T's club) (神宮・国立霞ヶ丘)

2013年
村田・田村 松村・中 圓明・斎藤 土山・澤野

(T's club) (水玉レディース) (アシニス・T's club) (ベアーズ・神宮)

2014年
中・寺内 瀧川・神谷 来住・水村 黒木・宮崎

(水玉レディース・一球一打会) (一球一打会) (日野市民・すぎな) (アシニス)

2015年
細井・垂石 岩下・神保 三浦・斉藤 篠原・木内

(ひまわり・プラネット) (一球一打会) (府中サンC・アシニス) (T's club・保谷ロイヤル)

2016年
鈴木・高見澤 倉掛・山崎 牧窪・安藤 平尾・北島

（T`s culb・アシニス) （クレスト・一球一打会) （ヱヴァ・グリーン） （大正ｾﾝﾄﾗﾙ目白）

2017年
倉掛・垂石 鈴 木・高見澤

高見澤
綿 引・内山

内 山
三 好・松藤

松 藤(クレスト・プラネット) （T`s culb・アシニス) (クラージュ・立川TC) (クラージュ)

2018年
菊地・丸山 倉掛・垂石 太田・平井 山本・中野

(T's club) (クレスト・プラネット) (府中サンC・ＧＲＯＷＩＮＧ) (日野市民)
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