
柏流
東葛
卒業

地域 チーム名
単独
合同

参加 不参加 つくば 豊ナインズ豊ナインズ豊ナインズ豊ナインズ 単独

参加 不参加 松伏 金杉ミリオンズ金杉ミリオンズ金杉ミリオンズ金杉ミリオンズ 単独

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 新和ヴイクトリー

参加 不参加 我孫子 ジャラーズジャラーズジャラーズジャラーズ 合同 リトルジャガーズ 久寺家エラーズ

参加 参加 我孫子 Little wingsLittle wingsLittle wingsLittle wings 合同 ブラックバード リトルキング 湖北台スパローズ

参加 参加 我孫子 オレンジーズオレンジーズオレンジーズオレンジーズ 合同 布佐ジャイアンツ 白山クラブ

参加 不参加 我孫子 我孫子リトルイーグルス我孫子リトルイーグルス我孫子リトルイーグルス我孫子リトルイーグルス 単独

参加 不参加 我孫子 アゲアゲ野球クラブアゲアゲ野球クラブアゲアゲ野球クラブアゲアゲ野球クラブ 合同 布佐スパイダース 新木ファイターズ

参加 参加 我孫子 我孫子ブルーシャークス我孫子ブルーシャークス我孫子ブルーシャークス我孫子ブルーシャークス 合同 新木野コンドル ブラックタイガース サンスパッツ

参加 不参加 吉川 吉川ドリームズ吉川ドリームズ吉川ドリームズ吉川ドリームズ

参加 不参加 松戸 牧の原メジャーズ牧の原メジャーズ牧の原メジャーズ牧の原メジャーズ 合同 牧の原ジュニアーズ 松戸KSカージナルス

参加 不参加 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 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 不参加 松戸 双葉双葉双葉双葉 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 小金原ビクトリー 根木内ヤングスターズ

参加 不参加 松戸 松戸コンドリアーズ松戸コンドリアーズ松戸コンドリアーズ松戸コンドリアーズ 合同 矢切コンドルス 馬橋ドリームス 新松戸リトルベアーズ

参加 不参加 松戸 ATラークスATラークスATラークスATラークス 合同 高塚新田ラークス 秋山ソフト

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 光GT-R光GT-R光GT-R光GT-R 合同 光インパルス 新柏ツインズ 増尾レッドスターズ 柏南ギャランツ

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 名戸ヶ谷アトミック 藤心ジャガーズ ＧＢＣ流山

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ＪＤＴ柏ＪＤＴ柏ＪＤＴ柏ＪＤＴ 合同 高野台ジャガーズ 柏ドリームス トライスター

参加 不参加 柏 グリーンシャークグリーンシャークグリーンシャークグリーンシャーク 合同 酒井根東グリーンズ 光ヶ丘シャークス

参加 不参加 柏 フレンズフレンズフレンズフレンズ 合同 千代田ファイターズ 新栄ファイアーズ 柏ヤンガース 豊上ジュニアーズ

参加 不参加 柏 柏ＲADI柏ＲADI柏ＲADI柏ＲADI 合同 北柏レッドファイターズ 北柏オールスターズ イリヤーズ ダックス

参加 参加 柏 SBOXウエスタンズSBOXウエスタンズSBOXウエスタンズSBOXウエスタンズ 合同 大船コンドルズ 柏ボーイング 柏リアノス 伊勢原ジャガーズ 北柏スーパーナイン

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 清水タイガース 野田ロッキーズ 中根ヤンキース 柳沢イーグルス 野田ジャガース

不参加 参加 野田 野田南部Y野田南部Y野田南部Y野田南部Y 合同 西新田子ども会 中地BBC 南部ルーキーズ レッドファイターズ 山崎クーガース

不参加 参加 野田 野田南部S野田南部S野田南部S野田南部S 合同 中地BBC 南部ルーキーズ 西新田子ども会 レッドファイターズ 山崎クーガース

参加 不参加 野田 野田南部N野田南部N野田南部N野田南部N 合同 西新田子ども会 中地BBC 山崎クーガーズ

参加 不参加 野田 野田南部Ｒ野田南部Ｒ野田南部Ｒ野田南部Ｒ 合同 南部ルーキーズ レッドファイターズ

参加 参加 野田 野田ドンキーズ野田ドンキーズ野田ドンキーズ野田ドンキーズ 単独

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 流山シャークス 江戸川台フェニックス

参加 参加 流山 流山Wings流山Wings流山Wings流山Wings 合同 向小金ファイターズ 前ヶ崎クラブ ありんこアントス 八木南クラブ 長崎FLB

参加 参加 流山 マリンベアーズマリンベアーズマリンベアーズマリンベアーズ 合同 加岸ベアーズ 流山マリーンズ

参加 参加 流山 流山ライオンボーイズ流山ライオンボーイズ流山ライオンボーイズ流山ライオンボーイズ 合同 東深井ボーイズ 小田急ライオンズ

参加 参加 流山 南流ファイターズ南流ファイターズ南流ファイターズ南流ファイターズ 合同 南流ファイターズ 鰭ヶ崎ジュニアフィンズ

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

構成チーム

第34回柏流さよなら大会および第36回東葛地区親睦卒業記念大会参加チーム第34回柏流さよなら大会および第36回東葛地区親睦卒業記念大会参加チーム第34回柏流さよなら大会および第36回東葛地区親睦卒業記念大会参加チーム第34回柏流さよなら大会および第36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　36チーム  東葛卒業大会　16チーム柏流さよなら大会　36チーム  東葛卒業大会　16チーム柏流さよなら大会　36チーム  東葛卒業大会　16チーム柏流さよなら大会　36チーム  東葛卒業大会　16チーム


