
年　　度 性

リハーサル 男 高萩ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 茨　城 八木が谷北ﾐﾆﾊﾞｽ 千　葉 八栄小ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 千　葉

(昭和62年) 女 習志野台第二ﾐﾆ 千　葉 茎崎第三小ﾐﾆﾊﾞｽ 茨　城 海神小ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 千　葉

第１回 男 阿波小ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 茨　城 小栗原小ミニバス 千　葉 八木が谷北ﾐﾆﾊﾞｽ 千　葉

(昭和63年) 女 狛六ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 東　京 東条小ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 千　葉 茎崎第三小ﾐﾆﾊﾞｽ 茨　城

第２回 男 神谷小ミニバス 茨　城 常磐ミニバス 茨　城 市場小ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 千　葉

(平成元年) 女 向台小ミニバス 茨　城 行徳小ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 千　葉 豊岡ミニバス 茨　城

第３回 男 荒川沖ミニバス 茨　城 藤崎小ミニバス 千　葉 古和釜ミニバス 千　葉

(平成２年) 女 中根小ミニバス 茨　城 板橋ミニバス 茨　城 八木が谷北ﾐﾆﾊﾞｽ 千　葉

第４回 男 神谷小ミニバス 茨　城 高郷ミニバス 千　葉 黒内ミニバス 茨　城

(平成３年) 女 大和田西ミニバス 千　葉 豊岡ミニバス 茨　城 大和田ミニバス 東　京

第５回 男 板橋ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ 茨　城 太田小ミニバス 群　馬 内牧ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 埼　玉

(平成４年) 女 畑小ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 千　葉 大和田ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 東　京 神大実ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 茨　城

第６回 男 河和田ミニバス 茨　城 大原ミニバス 東　京 吉川ミニバス 埼　玉

(平成５年) 女 都小ﾐﾆﾊﾞｽｸﾗﾌﾞ 千　葉 矢部ｱﾛｰｽﾞ 神奈川 柏葉ミニバス 埼　玉

第７回 男 東小ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ部 茨　城 八栄小ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ部 千　葉 新荘ﾐﾆﾊﾞｽ少年団 茨　城

(平成６年) 女 北部ミニバス 群　馬 常磐小ﾐﾆﾊﾞｽ少年団 茨　城 陶鎔ﾐﾆﾊﾞｽ同好会 東　京

第８回 男 与野南ミニバス 埼　玉 文京ｸﾞｰﾆｰｽﾞ 東　京 東希望が丘ﾐﾆﾊﾞｽ 神奈川

(平成７年) 女 榎が丘ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 神奈川 北部ミニバス 群　馬 城山ｻﾝﾌｨﾙ 東　京

第９回 男 与野南ミニバス 埼　玉 沼田北小ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄ 群　馬 相生ﾐﾆﾊﾞｽＳ少年団 群　馬

(平成８年) 女 幸松ミニバス 埼　玉 中山ＭＢＣ 千　葉 東希望が丘ﾐﾆﾊﾞｽ 神奈川

第１０回 男 与野西北ミニバス 埼　玉 瑞穂台ミニバス 栃　木 夏見台小ﾐﾆﾊﾞｽ 千　葉

(平成９年) 女 法典小ミニバス 千　葉 新栄ﾊﾞｽｹｽﾎﾟ少年団 埼　玉 中山ＭＢＣ 千　葉

第１１回 男 大砂土ミニバス 埼　玉 きさらぎジュニア 東　京 沼田北ミニバス 群　馬

(平成10年) 女 磯辺マリーンズ 千　葉 与野南ミニバス 埼　玉 榎が丘ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 神奈川

第１２回 男 与野西北ミニバス 埼　玉 宮和田ミニバス 茨　城 高根小ミニバス 千　葉

(平成11年) 女 八木が谷ミニバス 千　葉 行田西ミニバス 千　葉 松前台ミニバス 茨　城

第１３回 男 太田強戸ミニバス 群　馬 御幸ミニバス 栃　木 朝霞台ミニバス 埼　玉

(平成12年) 女 大間々南ミニバス 群　馬 奥野ミニバス 茨　城 津知ミニバス 茨　城

第１４回 男 二宮ミニバス 千　葉 辰巳台西ＭＢＣ 千　葉 桐生東小ミニバス 群　馬

(平成13年) 女 多摩フェアリーズ 東　京 青葉小ミニバス 東　京 Ｈ．ＳＵＮＳ 茨　城

第１５回 男 塚田ミニバス 千　葉 豊野ミニバス 群　馬 石神ｽﾎﾟｰﾂ少年団 埼　玉

(平成14年) 女 ＦＦリトルマジックス 東　京 館林南光ミニバス 群　馬 中山ＭＢＣ 千　葉

☆★☆★☆★　栄　光　の　歴　史　☆★☆★☆★

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位



年　　度 性

第１６回 男 ガリバージュニア 埼　玉 宇都宮東ミニバス 栃　木 辰巳台西ＭＢＣ 千　葉

(平成15年) 女 宮本小ミニバス 千　葉 中山ＭＢＣ 千　葉 青葉小ミニバス 東　京

第１７回 男 下妻ｼﾞｬｽﾃｨｽＪｒ． 茨　城 鹿沼中央ミニバス 栃　木 村松ミニバス 茨　城

(平成16年) 女 谷津ＭＢＣ 千　葉 新郷レッズ 埼　玉 かなざわミニバス 神奈川

第１８回 男 習台二ＭＢＣ 千　葉 村上ｲｰｸﾞﾚｯﾂＢoy's 千　葉 くわがたﾐﾆﾊﾞｽS少年団 茨　城

(平成17年) 女 中山ＭＢＣ 千　葉 市毛ﾐﾆﾊﾞｽ少年団 茨　城 田彦ﾐﾆﾊﾞｽＳ少年団 茨　城

第１９回 男 佐野ﾐﾆﾊﾞｽＳ少年団 栃　木 前原中野木ＭＢＣ 千　葉 ガリバージュニア 埼　玉

(平成18年) 女 高崎北部ミニバス 群　馬 烏山ブルインズ 栃　木 川口じりん 埼　玉

第２０回 男 豊田ミニバス 神奈川 佐野ミニバス少年団 栃　木 与野西北ミニバス 埼　玉

(平成19年) 女 冨貴島ＭＢＣ 千　葉 谷津ＭＢＣ 千　葉 青葉小ﾐﾆﾊﾞｽ育成会 東　京

第２１回 男 藤代ミニバス 茨　城 松之木バヤリース 埼　玉 南古谷アクロス 埼　玉

(平成20年) 女 加曽利ホーネッツ 千　葉 館林南光ミニバス 群　馬 息栖ミニバス 茨　城

第２２回 男 鳩ヶ谷桜 埼　玉 新座新開スポーツ少年団 埼　玉 辰巳台西ＭＢＣ 千　葉

(平成21年) 女 片貝サンウェーブ 千　葉 川口じりんＭＢＣ 埼　玉 石岡モンキーズ 茨　城

第２３回 男 酒門ミニバスＳ少年団 茨　城 鹿沼中央スポーツ少年団 栃　木 くわがたミニバスＳ少年団 茨　城

(平成22年) 女 明南ミニバスＳ少年団 栃　木 大網ビッグネッツ 千　葉 海神小ＭＢＣ 千　葉

第２４回 男 前原中野木ＭＢＣ 千　葉 豊田フレンズ 栃　木 鬼高ＭＢＣ 千　葉

(平成23年) 女 八木北ＭＢＣ 千　葉 青葉小ミニバス 東　京 大原ＭＢＢＣ 千　葉

第２５回 男 村上イーグレッツ 千　葉 戸塚ミニバス 神奈川 小山スピリッツ 栃　木

(平成24年) 女 猿橋ミニバス 山　梨 かすみがうら南 茨　城 習志野台第一 千　葉

第２６回 男 六ッ川ミニバス 神奈川 袖ヶ浦東ミニバス 千　葉 新田ミニバス 群　馬

(平成25年) 女 宮の原ミニバス 栃　木 戸田ミニバス 埼　玉 桜丘ミニスターズ 神奈川

第２７回 男 ブラックローズ 千　葉 松戸ミニバス 千　葉 高崎北部ミニバス 群　馬

(平成26年) 女 柿生フィリーズ 神奈川 サンライズ 千  葉 吹上ミニバス　 埼　玉

第２８回 男 松戸ミニバス 千　葉 ジュニア・ファイブ 千　葉 菊名ミニバス 神奈川

(平成27年) 女 松ヶ丘ミニバス 茨　城 ジュニア・ファイブ 千  葉 鳩ヶ谷桜 埼玉県

第２９回 男 宮の原ミニバス 栃　木 柿生レッズ 神奈川 村上ｲｰｸﾞﾚｯﾂＢoy's 千　葉

(平成28年) 女 川上北ブルーデビルズ 神奈川 多摩フェアリーズ 東　京 三和ＭＢＣ 千　葉

第３０回 男 小栗原ＭＢＣ 千　葉 ジュニア・ファイブ 千　葉 清原ロケッツ 栃　木

(平成29年) 女 東希望が丘ミニバス 神奈川 柿生フィリーズ 神奈川 宮本ＭＢＣ 千　葉

第３１回 男 グロースレジェンド 東　京 習台二ＭＢＣ 千　葉 川上北ブルーデビルズ 神奈川

(平成30年) 女 宮の原ミニバス 栃　木 百合台ＭＢＣ 千　葉 北押原女子 栃　木

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位
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第３２回 男 越谷ウインズ 埼　玉 薬円台ＭＢＣ 千　葉 豊野 埼　玉

(令和元年) 女 明海ＭＢＣ 千　葉 東希望が丘 神奈川 与野西北 埼　玉

優　　　　　勝 準　　優　　勝 第　　３　　位


