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地域 チーム名
単独
合同

参加 参加 我孫子 ゴッドスピリッツゴッドスピリッツゴッドスピリッツゴッドスピリッツ 合同 久寺家エラーズ 布佐スパイダース リトルキング

参加 参加 我孫子 ジャスパーズジャスパーズジャスパーズジャスパーズ 合同 湖北台スパローズ 布佐ジャイアンツ 新木ファイターズ

参加 不参加 我孫子 トライデントスターズトライデントスターズトライデントスターズトライデントスターズ 合同 リトルジャガーズ 白山クラブ 新木野コンドル

参加 不参加 我孫子 AEＦブレーブスAEＦブレーブスAEＦブレーブスAEＦブレーブス 合同 リトルイーグルス 湖北フレンズ

参加 参加 我孫子 ブラックサンダースブラックサンダースブラックサンダースブラックサンダース 合同 ブラックタイガーズ サンスパッツ

参加 不参加 三郷 三郷フレンズ三郷フレンズ三郷フレンズ三郷フレンズ 合同 友和タイガース 三郷スターズ 吹上クラブコメッツ 新和ビィクトリー

参加 不参加 松戸 松飛台メジャーズ松飛台メジャーズ松飛台メジャーズ松飛台メジャーズ 合同 松戸カージナルス 串崎スワローズ

参加 不参加 松戸 高塚新田ラークス高塚新田ラークス高塚新田ラークス高塚新田ラークス 単独

参加 不参加 松戸 牧の原ジュニアーズ牧の原ジュニアーズ牧の原ジュニアーズ牧の原ジュニアーズ 単独

参加 不参加 松戸 ヤングビクトリーヤングビクトリーヤングビクトリーヤングビクトリー 合同 根木内ヤングスターズ 小金原ビクトリー

参加 不参加 松戸 ビッグマグマビッグマグマビッグマグマビッグマグマ 合同 リトルベアーズ ベースボールクラブ大和 馬橋ドリームス

参加 不参加 松戸 セントラルパークスセントラルパークスセントラルパークスセントラルパークス 単独

参加 参加 松戸 ニューメジャーズニューメジャーズニューメジャーズニューメジャーズ 合同 常盤平ボーイズ 五香メッツ

参加 不参加 松戸 松戸FNY（仮）松戸FNY（仮）松戸FNY（仮）松戸FNY（仮） 合同 双葉 にしくぼフェニックス 八柱サンジュニアーズ

参加 不参加 松戸 松戸ゴールデンファイターズ松戸ゴールデンファイターズ松戸ゴールデンファイターズ松戸ゴールデンファイターズ 合同 野菊野ファイターズ 松戸スラッガーズ

参加 参加 柏 増尾オールスターズ増尾オールスターズ増尾オールスターズ増尾オールスターズ 合同 柏南ギャランツ 増尾レッドスターズ

参加 不参加 柏 柏スペシャルナインズ柏スペシャルナインズ柏スペシャルナインズ柏スペシャルナインズ 合同 北柏オールスターズ ダックス

参加 不参加 柏 沼南ファルコンズ沼南ファルコンズ沼南ファルコンズ沼南ファルコンズ 合同 沼南フラワーズ 高柳西エースクラブ

参加 参加 柏 柏ＤＪＭ（仮）柏ＤＪＭ（仮）柏ＤＪＭ（仮）柏ＤＪＭ（仮） 合同 柏ドリームス 高野台ジャガーズ 松葉ニューセラミックス

参加 不参加 柏 スーパーシャークススーパーシャークススーパーシャークススーパーシャークス 合同 スーパーフェニックス 光ヶ丘シャークス

参加 不参加 柏 アドウィン・クラブアドウィン・クラブアドウィン・クラブアドウィン・クラブ 合同 加賀シャトルズ 柏ビクトリー 藤心ジャガーズ 名戸ヶ谷アトミック

参加 参加 柏 フォーセブンフォーセブンフォーセブンフォーセブン 合同 豊四季イーグルス 旭町サンライズ 若草 四小地区少年野球クラブ

参加 不参加 柏 柏ウエスタンズ柏ウエスタンズ柏ウエスタンズ柏ウエスタンズ 合同 伊勢原ジャガーズ 柏リアノス

参加 参加 柏 SBOXSBOXSBOXSBOX 合同 北柏スーパーナイン 柏ボーイング 大船コンドルズ

参加 不参加 柏 SBOXスターズSBOXスターズSBOXスターズSBOXスターズ 合同 北柏スーパーナイン 大船コンドルズ

参加 不参加 柏 ＲＩＴＳ（リッツ）ＲＩＴＳ（リッツ）ＲＩＴＳ（リッツ）ＲＩＴＳ（リッツ） 合同 トライスター 北柏レッドファイターズ イリヤーズ

参加 参加 柏 ツインパルスツインパルスツインパルスツインパルス 合同 新柏ツインズ 光インパルス

参加 不参加 柏 フレンズフレンズフレンズフレンズ 合同 高田ウィンスターズ 新栄ファイヤーズ 千代田ファイターズ

参加 不参加 柏 豊上ヤングスターズ(仮)豊上ヤングスターズ(仮)豊上ヤングスターズ(仮)豊上ヤングスターズ(仮) 合同 豊上ジュニアーズ 柏ヤンガーズ

参加 参加 野田 野田レッドジャガーズ野田レッドジャガーズ野田レッドジャガーズ野田レッドジャガーズ 合同 野田ジャガーズ レッドファイターズ

参加 参加 野田 野田南部野田南部野田南部野田南部 合同 西新田子ども会 南部ルーキーズ 中地ベースボールクラブ

参加 不参加 野田 ダイナマイトスターズダイナマイトスターズダイナマイトスターズダイナマイトスターズ 合同 梅郷パワーズ 中根ヤンキース

参加 参加 野田 野田ベスト野田ベスト野田ベスト野田ベスト 合同 野田ロッキーズ 清水タイガース 柳沢イーグルス

参加 参加 野田 野田ニュースターズ野田ニュースターズ野田ニュースターズ野田ニュースターズ 合同 野田ドンキーズ 関宿バッファローズ 野田シャイニング

参加 参加 流山 流山レイソル流山レイソル流山レイソル流山レイソル 合同 初石クーガーズ 東深井ボーイズ

参加 参加 流山 流山ルーキーズ流山ルーキーズ流山ルーキーズ流山ルーキーズ 合同 江戸川台フェニックス 小田急ライオンズ

参加 参加 流山 流山ウイングス流山ウイングス流山ウイングス流山ウイングス 合同 ありんこアントス 向小金ファイターズ 前ヶ崎クラブ 八木南クラブ

参加 参加 流山 ミラクルズミラクルズミラクルズミラクルズ 合同 カージナルス 流山ホークス 流山シャークス

参加 参加 流山 流山スターズ流山スターズ流山スターズ流山スターズ 合同 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ 加岸ベアーズ 南流ファイターズ 流山マリーンズ

構成チーム

第33回柏流さよなら大会および第35回東葛地区親睦卒業記念大会参加チーム第33回柏流さよなら大会および第35回東葛地区親睦卒業記念大会参加チーム第33回柏流さよなら大会および第35回東葛地区親睦卒業記念大会参加チーム第33回柏流さよなら大会および第35回東葛地区親睦卒業記念大会参加チーム
柏流さよなら大会　39チーム  東葛卒業大会　18チーム柏流さよなら大会　39チーム  東葛卒業大会　18チーム柏流さよなら大会　39チーム  東葛卒業大会　18チーム柏流さよなら大会　39チーム  東葛卒業大会　18チーム


