
■流山市ソフトボール協会　春季・秋季リーグ戦　～栄光の記録　その1～ ■流山市ソフトボール協会　春季・秋季リーグ戦　～栄光の記録　その２～

年度 シーズン 順位   Ａブロック   Ｂブロック   Cブロック   Ｄブロック 年度 シーズン 順位   Ａブロック   Ｂブロック   Cブロック   Ｄブロック
優　勝 千代田クラブ 優　勝 北シーダーズ
準優勝 サンデーズ（Ａ） 準優勝 ワッハッハ
第３位 第３位
優　勝 記録不明 優　勝 ワッハッハ
準優勝 記録不明 準優勝 つくしサーティーズ
第３位 記録不明 第３位
優　勝 富士見台クラブ 優　勝 南流山ハリケーン サンデーズ 流山ビクトリー
準優勝 つくしサーティーズ 準優勝 北シーダーズ 富士見台クラブ 流山ペガサス
第３位 ミドルスターズ（Ａ） 第３位 ワッハッハ 向小金ファイナルズ 大黒マシーンズ
優　勝 記録不明 優　勝 南流山ハリケーン 中ノ坪ランボー（Ａ） グーニーズ
準優勝 記録不明 準優勝 ワッハッハ つくしサーティーズ 千歳シュガーズ
第３位 記録不明 第３位 北シーダーズ 向小金ファイナルズ 東急（Ｂ）
優　勝 サンデーズ 優　勝 中ノ坪ランボー（Ａ） 向小金ファイナルズ 東部フレッシューズ 中ノ坪ランボー（Ｂ）
準優勝 ファイブスターズ 準優勝 富士見台クラブ つくしサーティーズ 流山ビクトリー ８Ｈクラブ
第３位 つくしサーティーズ 第３位 北シーダーズ 東急（Ａ） グーニーズ 大黒マシーンズ
優　勝 富士見台クラブ 優　勝 北シーダーズ 南流山ハリケーン 流山ペガサス マジック
準優勝 ミドルスターズ 準優勝 富士見台クラブ 東急（Ａ） 流山ビクトリー ８Ｈクラブ
第３位 北 シー ダーズ 第３位 ワッハッハ つくしサーティーズ グーニーズ 千歳シュガーズ
優　勝 富士見台クラブ 優　勝 北シーダーズ 流山ペガサス サンデーズ
準優勝 つくしサーティーズ 準優勝 富士見台クラブ つくしサーティーズ 千歳シュガーズ
第３位 流山教員 第３位 東急（Ａ） グーニーズ 大黒マシーンズ
優　勝 富士見台クラブ 優　勝 北シーダーズ サンデーズ 流山ビクトリー
準優勝 サンデーズ（Ａ） 準優勝 東急（Ａ） 南流山ハリケーン 向小金ファイナルズ
第３位 つくしサーティーズ 第３位 富士見台クラブ グーニーズ マシ・東急（Ｂ）・マジ
優　勝 富士見台クラブ 優　勝 北シーダーズ 向小金ファイナルズ 東部フレッシューズ
準優勝 南流山ハリケーン 準優勝 南流山ハリケーン 中ノ坪ランボー（ A ） 中ノ坪ランボー（ Ｂ ）
第３位 つくしサーティーズ 第３位 サンデーズ 流山ビクトリー マジック
優　勝 富士見台クラブ 優　勝 北シーダーズ 流山ビクトリー グーニーズ
準優勝 フェニックス 準優勝 向小金ファイナルズ 富士見台クラブ 流山ペガサス
第３位 ワッハッハ 第３位 中ノ坪 ランボー（ A ） 東部フレッシューズ マジック
優　勝 富士見台クラブ サンデーズ 優　勝 富士見台クラブ 南流山ハリケーン つくしサーティーズ
準優勝 南流山ハリケーン 向小金ファイナルズ 準優勝 中ノ坪ランボー（ A ） ワッハッハ ONECUP常盤
第３位 ワッハッハ グーニーズ 第３位 サンデーズ 東急（ A ） ミラクル・３
優　勝 つくしサーティーズ 北シーダーズ 優　勝 向小金ファイナルズ 東急（ A ） 流山ペガサス
準優勝 ワッハッハ グーニーズ 準優勝 中ノ坪 ランボー（ A ） 北シーダーズ 中ノ坪ランボー（ Ｂ ）
第３位 フェニックス 東部フレッシューズ 第３位 富士見台クラブ 東部フレッシューズ グーニーズ
優　勝 サンデーズ 北シーダーズ 優　勝 北シーダーズ 東部フレッシューズ グーニーズ
準優勝 つくしサーティーズ 富士見台クラブ 準優勝 富士見台クラブ 流山ペガサス ミラクル・３
第３位 ワッハッハ 流山ペガサス 第３位 向小金ファイナルズ つくしサーティーズ 樋口塗装
優　勝 つくしサーティーズ 北シーダーズ 優　勝 富士見台クラブ 中ノ坪ランボー（ A ） ONECUP常盤
準優勝 富士見台クラブ グーニーズ 準優勝 北シーダーズ つくしサーティーズ ワッハッハ
第３位 南流山ハリケーン 向小金ファイナルズ 第３位 東部フレッシューズ 南流山ハリケーン 樋口塗装
優　勝 富士見台クラブ グーニーズ 流山ペガサス 優　勝 富士見台クラブ 南流山ハリケーン 樋口塗装
準優勝 南流山ハリケーン サンデーズ 東急 準優勝 北シーダーズ 東急（A） 流山ビクトリー
第３位 つくしサーティーズ 向小金ファイナルズ レインボーズ 第３位 中ノ坪 ランボー（ A ） つくしサーティーズ ワッハッハ
優　勝 南流山ハリケーン 北シーダーズ 東急 優　勝 北シーダーズ 東部フレッシューズ ワッハッハ
準優勝 富士見台クラブ 東部フレッシューズ 流山ビクトリー 準優勝 富士見台クラブ サンデーズ ミラクル・３
第３位 つくしサーティーズ サンデーズ 千歳シュガーズ 第３位 南流山ハリケーン 流山ペガサス グーニーズ
優　勝 ワッハッハ サンデーズ ８Ｈクラブ 優　勝 富士見台クラブ 流山ペガサス つくしサーティーズ
準優勝 富士見台クラブ 流山ビクトリー 流山ペガサス 準優勝 北シーダーズ 向小金ファイナルズ グーニーズ
第３位 つくしサーティーズ グーニーズ 東急（Ｂ） 第３位 中ノ坪 ランボー（ A ） 東急オーシャンズ 中ノ坪ランボー（ B ）
優　勝 つくしサーティーズ 北シーダーズ 東急（Ａ） 優　勝 富士見台クラブ サンデーズ グーニーズ
準優勝 ワッハッハ グーニーズ 流山ペガサス 準優勝 北シーダーズ 東部フレッシューズ 流山ビクトリー
第３位 サンデーズ 向小金ファイナルズ 東急（Ｂ） 第３位 向小金ファイナルズ ワッハッハ ＯＮＥＣＵＰ常磐
優　勝 南流山ハリケーン 富士見台クラブ 東部フレッシューズ 優　勝 北シーダーズ 中ノ坪ランボー ミラクル・３
準優勝 サンデーズ 向小金ファイナルズ 東急（Ｂ） 準優勝 向小金ファイナルズ ワッハッハ つくしサーティーズ
第３位 つくしサーティーズ グーニーズ ８Ｈクラブ 第３位 富士見台クラブ 流山ペガサス ＯＮＥＣＵＰ常磐
優　勝 南流山ハリケーン 東急（Ａ） 中ノ坪ランボー 優　勝 富士見台クラブ 東部フレッシューズ つくしサーティーズ
準優勝 富士見台クラブ グーニーズ 千歳シュガーズ 準優勝 北シーダーズ 流山ペガサス 東急オーシャンズ
第３位 北シーダーズ 東部フレッシューズ ８Ｈクラブ 第３位 中ノ坪ランボー グーニーズ 流山ビクトリー

S 56年
( 1981 )

春季大会

秋季大会

S 57年
( 1982 )

春季大会

秋季大会

S 58年
( 1983 )

春季大会

秋季大会

S 59年
( 1984 )

春季大会

秋季大会

S 60年
( 1985 )

春季大会

秋季大会

S 6１年
( 1986 )

春季大会

秋季大会

S 62年
( 1987 )

春季大会

秋季大会

春季大会

秋季大会

Ｈ 1年
( 1989 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 2年
( 1990 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 3年
( 1991 )

Ｈ 4年
( 1992 )

Ｈ 6年
( 1994 )

Ｈ 8年
( 1996 )

Ｈ 10年
( 1998 )

Ｈ 12年
( 2000 )

S 63年
( 1988 )

春季大会
東部フレッシューズ / 南流山ハリケーン

秋季大会
東急（Ａ）/ 南流山ハリケーン

春季大会

秋季大会

Ｈ 5年
( 1993 )

春季大会

秋季大会

春季大会

秋季大会

Ｈ 7年
( 1995 )

春季大会

秋季大会

春季大会

秋季大会

Ｈ 9年
( 1997 )

春季大会

秋季大会

春季大会

秋季大会

Ｈ 11年
( 1999 )

春季大会

秋季大会

春季大会

秋季大会



■流山市ソフトボール協会　春季・秋季リーグ戦　～栄光の記録　その３～ ■リーグ戦での過去の優勝回数

年度 シーズン 順位   Ａブロック   Ｂブロック   Cブロック   Ｄブロック 順位 チーム名 Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック Ｄブロック 計

優　勝 富士見台クラブ つくしサーティーズ 東急オーシャンズ 1 富士見台クラブ 26 1 27

準優勝 北シーダーズ ワッハッハ 流山ビクトリー 2 北シーダーズ 11 6 17

第３位 向小金ファイナルズ 流山ペガサス サンデーズ 3 南流山ハリケーン 5 4 2 11

優　勝 富士見台クラブ 流山ペガサス 南流山ハリケーン 4 つくしサーティーズ 3 2 6 11

準優勝 北シーダーズ ワッハッハ 流山ビクトリー 5 サンデーズ 2 5 3 10

第３位 向小金ファイナルズ グーニーズ わりかんず 6 東急オーシャンズ 3 3 3 9

優　勝 富士見台クラブ ワッハッハ わりかんず 7 流山ペガサス 5 4 9

準優勝 向小金ファイナルズ 東急オーシャンズ 流山ビクトリー 8 東部フレッシューズ 3 6 9

第３位 北シーダーズ グーニーズ サンデーズ 9 中ノ坪ランボー 1 5 1 1 8

優　勝 北シーダーズ 南流山ハリケーン サンデーズ 10 ワッハッハ 2 4 1 7

準優勝 富士見台クラブ 流山ペガサス つくしサーティーズ 11 グーニーズ 1 6 7

第３位 向小金ファイナルズ 東急オーシャンズ 東部フレッシューズ 12 向小金ファイナルズ 1 5 6

優　勝 富士見台クラブ 流山ペガサス つくしサーティーズ 13 流山ビクトリー 1 2 3 6

準優勝 北シーダーズ ワッハッハ わりかんず 14 ミラクル・３ 2 2

第３位 向小金ファイナルズ 東急オーシャンズ ＯＮＥＣＵＰ常磐 15 わりかんず 2 2

優　勝 富士見台クラブ つくしサーティーズ 流山ビクトリー 16 千代田クラブ 1 1

準優勝 向小金ファイナルズ ワッハッハ サンデーズ 17 ８Ｈクラブ 1 1

第３位 流山ペガサス グーニーズ わりかんず 18 マジック 1 1

優　勝 北シーダーズ 中ノ坪ランボー 東部フレッシューズ 19 ONECUP常盤 1 1

準優勝 ワッハッハ 流山ビクトリー ミラクル・３ 20 樋口塗装 1 1

第３位 富士見台クラブ 東急オーシャンズ 南流山ハリケーン
優　勝 富士見台クラブ 向小金ファイナルズ 南流山ハリケーン ■流山市ソフトボール協会 市民大会 ～栄光の記録～
準優勝 北シーダーズ グーニーズ サンデーズ  大会名 年号 参加チーム数 優勝 準優勝  第３位
第３位 流山ペガサス 東急オーシャンズ ミラクル・３ 第１４回 昭和５５年 １1チーム ファイブスターズ サンデーズ A ＝＝＝＝＝＝＝
優　勝 富士見台クラブ ワッハッハ ミラクル・３ 第１５回 昭和５６年 １3チーム 　 つくしサーティーズ B サンデーズ A ＝＝＝＝＝＝＝
準優勝 北シーダーズ 中ノ坪ランボー サンデーズ 第１６回 昭和５７年 １４チーム 富士見台クラブ ローレンズ ミドルスターズ B
第３位 流山ビクトリー つくしサーティーズ 東部フレッシューズ 第１７回 昭和５８年 １５チーム 南流山ハリケーン 富士見台クラブ サンデーズ A
優　勝 富士見台クラブ 東急オーシャンズ わりかんず 第１８回 昭和５９年 １８チーム 富士見台クラブ つくしサーティーズ ミドルスターズ A
準優勝 北シーダーズ 流山ペガサス 南流山ハリケーン 第１９回 昭和６０年 １４チーム 富士見台クラブ 流山ペガサス ワッハッハ
第３位 ワッハッハ つくしサーティーズ サンデーズ 第２０回 昭和６１年 １２チーム 富士見台クラブ つくしサーティーズ 南流山ハリケーン
優　勝 富士見台クラブ 流山ビクトリー サンデーズ 第２１回 昭和６２年 １５チーム 富士見台クラブ つくしサーティーズ 南流山ハリケーン
準優勝 中ノ坪ランボー わりかんず グーニーズ 第２２回 昭和６３年 ２０チーム サンデーズ　　　　　　　 富士見台クラブ つくしサーティーズ
第３位 ワッハッハ 向小金ファイナルズ 東部フレッシューズ 第２３回 昭和６４年 １９チーム 南流山ハリケーン 富士見台クラブ 中の坪ランボーA
優　勝 富士見台クラブ 向小金ファイナルズ 東部フレッシューズ 第２４回 平成２年 ２０チーム 南流山ハリケーン 富士見台クラブ つくしサーティーズ
準優勝 流山ビクトリー 東急オーシャンズ つくしサーティーズ 第２５回 平成３年 ２１チーム
第３位 北シーダーズ ミラクル・３ グーニーズ 第２６回 平成４年 １９チーム 向小金ファイナルズ　　　ワッハッハ 富士見台クラブ
優　勝 富士見台クラブ 中ノ坪ランボー 流山ペガサス 第２７回 平成５年 ２１チーム 向小金ファイナルズ　　　東急オーシャンズA 北シーダーズ
準優勝 北シーダーズ 東部フレッシューズ 初石シーワールド 第２８回 平成６年 １９チーム 向小金ファイナルズ　　　富士見台クラブ 東急オーシャンズA
第３位 流山ビクトリー ミラクル・３ 南流山ハリケーン 第２９回 平成７年 ２１チーム 北シーダーズ　　　　　　　向小金ファイナルズ 　　中の坪ランボー
優　勝 流山ビクトリー 向小金ファイナルズ グーニーズ 第３０回 平成８年 ２４チーム 富士見台クラブ 東急オーシャンズA ワッハッハ
準優勝 富士見台クラブ ミラクル・３ つくしサーティーズ 第３１回 平成９年 ２２チーム 南流山ハリケーン 富士見台クラブ 向小金ファイナルズ
第３位 東急オーシャンズ ワッハッハ 南流山ハリケーン 第３２回 平成１０年 １９チーム　 富士見台クラブ 向小金ファイナルズ 　　ドジャーズ
優　勝 富士見台クラブ ワッハッハ つくしサーティーズ 第３３回 平成１１年 １７チーム 富士見台クラブB 富士見台クラブA 南流山ハリケーン
準優勝 東急オーシャンズ ミラクル・３ サンデーズ 第３４回 平成１２年 １８チーム 向小金ファイナルズ　　　東急オーシャンズ 富士見台クラブA
第３位 流山ビクトリー 北シーダーズ 初石シーワールド 第３５回 平成１３年 １５チーム 富士見台クラブB 北 シーダーズ Ｂ 中の坪ランボー
優　勝 東急オーシャンズ 北シーダーズ グーニーズ 第３６回 平成１４年 １６チーム 富士見台クラブ 中の坪ランボー 北 シーダーズ A
準優勝 富士見台クラブ 流山ペガサス 初石シーワールド 第３７回 平成１５年 １６チーム 富士見台クラブ ワッハッハ　　　　　　　 向小金ファイナルズ
第３位 向小金ファイナルズ 中ノ坪ランボー サンデーズ 第３８回 平成１６年 ？？ 富士見台クラブ 向小金ファイナルズ 　　中の坪ランボー
優　勝 東急オーシャンズ 流山ペガサス 東部フレッシューズ 第３９回 平成１７年 １４チーム 富士見台クラブ 北 シーダーズ 流山ビクトリー
準優勝 流山ビクトリー ワッハッハ 初石シーワールド 第４０回 平成１８年 １７チーム 富士見台クラブ 東急オーシャンズＢ 北 シーダーズ
第３位 富士見台クラブ 中ノ坪ランボー つくしサーティーズ 第４１回 平成１９年 １６チーム 富士見台クラブ 東急オーシャンズ 向小金ファイナルズ
優　勝 東急オーシャンズ ワッハッハ つくしサーティーズ 第４２回 平成２０年 １６チーム 富士見台クラブ 向小金ファイナルズ 　　ミラクル・３
準優勝 流山ビクトリー 向小金ファイナルズ 初石シーワールド 第４３回 平成２１年 １６チーム 富士見台クラブ 東急オーシャンズ 流山ビクトリー
第３位 富士見台クラブ 中ノ坪ランボー 美田エンジョイズ

■市民大会での過去の優勝回数
順位 チーム名 Ａブロック

1 富士見台クラブ 17
2 向小金ファイナルズ 4
3 南流山ハリケーン 4
4 北シーダーズ 　　　 1
4 つくしサーティーズ 1
4 サンデーズ 　　　　　 1
4 ファイブスターズ 1

（悪天候のため中止）

Ｈ 13年
( 2001 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 14年
( 2002 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 15年
( 2003 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 16年
( 2004 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 17年
( 2005 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 18年
( 2006 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 21年
( 2009 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 19年
( 2007 )

春季大会

秋季大会

Ｈ 20年
( 2008 )

春季大会

秋季大会




