栄光の記録
福島県児童ソフトボール大会県北地区大会
年度 回数
1位
2位
昭和53
1
54
2
55
3 大平スポーツ少年団
56
4
57
5
58
6
59
7
60
8
61
9 誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ
誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ 二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
62
10
藤田スポーツ少年団Ａ 八
島
田
誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ ジュニアフレンズＡ
63
11
大平スポーツ少年団 東湯野スポーツ少年団
誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ 大平スポーツ少年団
平成 1
12 矢野目ソフトボールスポーツ少年団Ａ 月輪スポーツ少年団Ａ
御山しのぶ会ソフトボールクラブ 藤田スポーツ少年団Ａ
油井スポーツ少年団Ａ 川俣ジュニアフレンズ
2
13 庭坂ソフトボールスポーツ少年団Ａ 木幡第二スポーツ少年団
誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ 百目木スポーツ少年団
森江野スポーツ少年団Ａ 小国スポーツ少年団Ａ
3
14 矢野目ソフトボールスポーツ少年団Ａ 木幡第二スポーツ少年団Ａ
二本松南ソフトボールスポーツ少年団Ａ 東湯野スポーツ少年団
矢野目ソフトボールスポーツ少年団Ａ 笹 谷 ジ ュ ニ ア Ａ
4
15 庭坂ソフトボールスポーツ少年団Ａ 油井スポーツ少年団Ａ
大平スポーツ少年団Ａ 小国スポーツ少年団Ａ
誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ 油井スポーツ少年団Ａ
5
16 庭坂ソフトボールスポーツ少年団Ａ 保原ソフトボールスポーツ少年団Ａ
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ 和田スポーツ少年団
誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ あぶくま梁川スポーツ少年団Ａ
6
17
庭坂ソフトボールスポーツ少年団Ａ 二本松南ソフトボールスポーツ少年団Ａ
誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ 山 木 屋 少 年 会 Ａ
7
18 東湯野スポーツ少年団Ａ 上保原ソフトボールスポーツ少年団
庭坂ソフトボールスポーツ少年団Ａ 余目ソフトボールスポーツ少年団
和田スポーツ少年団ソフトボール部Ａ 誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ
8
19 保原ソフトボールスポーツ少年団Ａ 上川崎スポーツ少年団Ａ
庭坂ソフトボールスポーツ少年団Ａ 二本松南ソフトボールスポーツ少年団Ａ
川俣富田スポーツ少年団Ａ 月舘愛宕スポーツ少年団Ａ
9
20 保原ソフトボールスポーツ少年団 上川崎スポーツ少年団
和田スポーツ少年団ソフトボール部 大石スポーツ少年団
すぎのこスポーツ少年団 上保原ソフトボールスポーツ少年団
10
21 保原ソフトボールスポーツ少年団Ａ 庭塚ソフトボールスポーツ少年団
和田スポーツ少年団ソフトボール部 誠友ソフトボールスポーツ少年団
11

22

3位

庭坂ソフトボールスポーツ少年団
立子山スポーツ少年団Ａ
渋川スポーツ少年団
笹谷ジュニアＡ
富田スポーツ少年団
小国スポーツ少年団Ａ
すぎのこスポーツ少年団
すぎのこスポーツ少年団
明治スポーツ少年団Ａ
田沢スポーツ少年団
上川崎スポーツ少年団Ａ
誠友ソフトボールスポーツ少年団Ａ
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
小浜少年ソフトボールクラブＡ
山 木 屋 少 年 会
川俣ジュニアフレンズ
月輪スポーツ少年団Ａ
あぶくま梁川スポーツ少年団
二本松南ソフトボールスポーツ少年団Ａ
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
田沢スポーツ少年団
油井スポーツ少年団Ａ
川俣ジュニアフレンズ
矢野目ソフトボールスポーツ少年団
すぎのこスポーツ少年団
田沢スポーツ少年団
大石スポーツ少年団
大平スポーツ少年団Ａ
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
野田スポーツ少年団
東湯野スポーツ少年団
川俣富田スポーツ少年団Ａ
飯坂ソフトボールスポーツ少年団

森江野スポーツ少年団Ａ
笹谷ジュニアＡ
大石スポーツ少年団Ａ
二本松南スポーツ少年団Ａ
森江野スポーツ少年団Ａ
木幡第二スポーツ少年団
福田スポーツ少年団Ａ
飯野スポーツ少年団
清明スポーツ少年団
東湯野スポーツ少年団
石井スポーツ少年団
小浜少年ソフトボールクラブＡ
大笹生スポーツ少年団
百目木スポーツ少年団
木幡第二スポーツ少年団
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
余目ソフトボールスポーツ少年団Ａ
泉 若 杉 少 年 会
庭坂ソフトボールスポーツ少年団Ｂ
川俣ジュニアフレンズ
和田スポーツ少年団
富田スポーツ少年団Ａ
小国スポーツ少年団Ａ
小浜少年ソフトボールクラブＡ
油井スポーツ少年団Ａ
青木スポーツ少年団
東湯野スポーツ少年団Ａ
立子山ソフトボールスポーツ少年団
すぎのこスポーツ少年団
東湯野スポーツ少年団
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
渋川スポーツ少年団
藤田スポーツ少年団

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

23
二本松北ソフトボールスポーツ少年団
24 野田スポーツ少年団Ａ
油井スポーツ少年団
誠友スポーツ少年団
25 笹谷ソフトボールスポーツ少年団
保原ソフトボールスポーツ少年団

石井スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
誠友ソフトボールスポーツ少年団
保原ソフトボールスポーツ少年団
掛田スポーツ少年団
石井スポーツ少年団ソフトボール部 A
新殿スポーツ少年団A

あぶくま大枝スポーツ少年団
渋川スポーツ少年団
田沢スポーツ少年団
二本松北ソフトボールスポーツ少年団
月輪スポーツ少年団A
川俣冨田スポーツ少年団

余目ソフトボールスポーツ少年団
笹谷ソフトボールスポーツ少年団
杉田スポーツ少年団
渋川スポーツ少年団
二本松南ソフトボールスポーツ少年団 A
矢野目ソフトボールスポーツ少年団

保原ソフトボールスポーツ少年団
小浜少年ソフトクラブ
油井スポーツ少年団ソフトボール部
石井スポーツ少年団ソフトボール部
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
上川崎スポーツ少年団
月舘愛宕スポーツ少年団
小国スポーツ少年団
大笹生スポーツ少年団
石井スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
笹谷ソフトボールスポーツ少年団Ａ
杉田スポーツ少年団ソフトボール部
月舘愛宕スポーツ少年団
油井スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
石井スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
誠友スポーツ少年団Ａ
木幡スポーツ少年団
油井スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
岳下ソフトボールスポーツ少年団
松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団
粟野スポーツ少年団
誠友スポーツ少年団Ａ
西根スポーツ少年団
二本松北ソフトボールスポーツ少年団
岡山ソフトボールスポーツ少年団
小浜少年ソフトボールクラブ
国見ソフトボールスポーツ少年団 A
岩代ソフトボールスポーツ少年団
伊達ソフトボールスポーツ少年団
蓬莱ソフトボールスポーツ少年団
川崎スポーツ少年団
国見ソフトボールスポーツ少年団 A
二本松東ソフトボールスポーツ少年団
西根ソフトボールスポーツ少年団
福田スポーツ少年団
月舘愛宕スポーツ少年団

西根スポーツ少年団
誠友スポーツ少年団Ａ
杉田スポーツ少年団ソフトボール部
笹谷ソフトボールスポーツ少年団
川俣富田スポーツ少年団
小浜少年ソフトボールクラブ
松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団Ａ
鎌田ソフトボールスポーツ少年団
新殿スポーツ少年団
油井スポーツ少年団
あぶくま大枝ソフトボールスポーツ少年団
大平スポーツ少年団ソフトボール部
伊達ソフトボールスポーツ少年団Ａ
清水スポーツ少年団
伊達ソフトボールスポーツ少年団
油井スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
月舘愛宕スポーツ少年団
東和スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
平野ソフトボールスポーツ少年団
小浜少年ソフトボールクラブ
堰本スポーツ少年団
平野ソフトボールスポーツ少年団
小浜少年ソフトボールクラブ
川俣南スポーツ少年団
石井スポーツ少年団ソフトボール部
飯野町ソフトボールスポーツ少年団Ａ
月舘愛宕スポーツ少年団
二本松東ソフトボールスポーツ少年団
庭坂ソフトボールスポーツ少年団
松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団
岳下ソフトボールスポーツ少年団
野田スポーツ少年団
庭坂ソフトボールスポーツ少年団
鎌田ソフトボールスポーツ少年団
川崎スポーツ少年団
庭塚ソフトボールスポーツ少年団

あぶくま大枝ソフトボールスポーツ少年団
二本松北ソフトボールスポーツ少年団
瀬上ソフトボールスポーツ少年団
保原ソフトボールスポーツ少年団
藤田スポーツ少年団
余目ソフトボールスポーツ少年団
大平スポーツ少年団ソフトボール部
あぶくま大枝ソフトボールスポーツ少年団
岡山ソフトボールスポーツ少年団
月輪スポーツ少年団
杉田スポーツ少年団ソフトボール部
岡山ソフトボールスポーツ少年団
上保原ソフトボールスポーツ少年団
木幡スポーツ少年団
岳下ソフトボールスポーツ少年団
松川ドリームスソフトボールスポーツ少年団Ａ
旭ソフトボールスポーツ少年団
大平スポーツ少年団ソフトボール部
清水スポーツ少年団
あぶくま大枝ソフトボールスポーツ少年団
二本松北ソフトボールスポーツ少年団
伊達ソフトボールスポーツ少年団
油井スポーツ少年団ソフトボール部
伊達ソフトボールスポーツ少年団
杉田スポーツ少年団ソフトボール部
大平スポーツ少年団ソフトボール部
二本松スポーツ少年団
平野ソフトボールスポーツ少年団
東和スポーツ少年団ソフトボール部
飯坂ソフトボールスポーツ少年団
二本松東ソフトボールスポーツ少年団
誠友スポーツ少年団
月輪スポーツ少年団
飯野町ソフトボールスポーツ少年団
二本松スポーツ少年団
梁川あおばスポーツ少年団

26
新殿スポーツ少年団 A
27 笹谷ソフトボールスポーツ少年団A
月輪スポーツ少年団 A
誠友スポーツ少年団Ａ
28
月舘愛宕スポーツ少年団
油井スポーツ少年団Ａ
29 誠友スポーツ少年団Ａ
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
30 月舘愛宕スポーツ少年団
誠友スポーツ少年団Ａ
誠友スポーツ少年団Ａ
31 二本松北ソフトボールスポーツ少年団Ａ
鎌田ソフトボールスポーツ少年団Ａ
堰本スポーツ少年団
32 保原ソフトボールスポーツ少年団Ａ
二本松北ソフトボールスポーツ少年団
保原ソフトボールスポーツ少年団Ａ
33 二本松北ソフトボールスポーツ少年団
新殿ソフトボールスポーツ少年団
石井スポーツ少年団ソフトボール部
34 川俣南スポーツ少年団
東和スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
誠友スポーツ少年団
35 東和スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
油井スポーツ少年団ソフトボール部
油井スポーツ少年団ソフトボール部
36 杉田スポーツ少年団ソフトボール部Ａ
誠友スポーツ少年団
油井スポーツ少年団ソフトボール部
37 二本松スポーツ少年団
梁川あおばスポーツ少年団
伊達ソフトボールスポーツ少年団
誠友スポーツ少年団
38
上保原ソフトボールスポーツ少年団
野田スポーツ少年団

28

杉田スポーツ少年団ソフトボール部 福田愛宕スポーツ少年団 岳下ソフトボールスポーツ少年団 やながわソフトボールスポーツ少年団
39 梁川あおばスポーツ少年団 飯野町ソフトボールスポーツ少年団 誠友スポーツ少年団 伊達ソフトボールスポーツ少年団
川崎スポーツ少年団 川俣ジュニアフレンズスポーツ少年団 庭坂ソフトボールスポーツ少年団 東和スポーツ少年団ソフトボール部

