
Ａ　　級 Ｂ　　級
Ｅｘｐｒeｓｓ Ｇ　Ｇ　Ｂ
ウイングスクラブ ファンタジークラブ
福岡ドリームズ ＺＥＡＬＯＴＳ
ウエストベースボール イーグルス
ブラボーズ 福岡ローヤーズ
漢　　塾 ハイブリッドモンスター
クラッパーズ 津田アブレイズ
ブルーボーイズ シーサイドゴネルズ

C　　級
パワーズ
バイオレントセンターズ
ストロベリーワイズ
ＫＩＷＡＭＩ
D×CREW

Ａ　　級 Ｂ　　級
ブラボーズ クラッパーズ
ウイングスクラブ ブルーボーイズ
福岡ドリームズ 福岡ローヤーズ
ウエストベースボール ファンタジークラブ
Ｅｘｐｒeｓｓ パワーズ
ハイブリッドモンスター
Ｇ　Ｇ　Ｂ
イーグルス

C　　級
津田アブレイズ
ＫＩＷＡＭＩ
ストロベリーワイズ
バイオレントセンターズ

Ａ　　級 Ｂ　　級
イーグルス 福岡ドリームズ
ブラボーズ ブルーボーイズ
ウイングスクラブ 福岡ローヤーズ
Ｇ　Ｇ　Ｂ 津田アブレイズ
Ｅｘｐｒeｓｓ ＫＩＷＡＭＩ
ウエストベースボール
ハイブリッドモンスター
クラッパーズ

C　　級
ファンタジークラブ
パワーズ
バイオレントセンターズ
ストロベリーワイズ
ナビケッズ
バイオレントフラッグス

第４２回　　　令和３年度

第４３回　　　令和４年度

第４４回　　　令和５年度



１部　Ａ級 １部　Ｂ級 　Ａ　級 　Ｂ　級
ブラボーズ 漢　　塾 ウイングスクラブ Ｅｘｐｒeｓｓ
Ｇ　Ｇ　Ｂ ブルーボーイズ ブラボーズ イーグルス
ウエストベースボール ファンタジークラブ 漢　　塾 シーサイドゴネルズ
福岡ドリームズ ソフトタッチホークス Ｇ　Ｇ　Ｂ パワーズ
ウイングスクラブ リラックス 福岡ドリームズ クラッパーズ
日通ライオンズ 軍　　鶏 ウエストベースボール 粕屋スパローズ
イーグルス ファンタジークラブ 福岡ヤンキース

ブルーボーイズ ＺＥＡＬＯＴＳ

２部　Ａ級 ２部　Ｂ級 　Ｃ　級
福岡ローヤーズ 粕屋スパローズ 日通ライオンズ
シーサイドゴネルズ バイオレントセンターズ 福岡ローヤーズ
ＫＩＷＡＭＩ スピリッツ ストロベリーワイズ
ブルドックベースボール ＺＥＡＬＯＴＳ 津田産業
津田産業 パワーズ ブルドックベースボール
クラッパーズ ストロベリーワイズ ＫＩＷＡＭＩ

軍　　鶏
バイオレントセンターズ

　Ａ 級 　Ｂ 級 A　　級 B　　級
ブラボーズ 日通ライオンズ ウイングスクラブ ウエストベースボール
Ｇ　Ｇ　Ｂ イーグルス ブラボーズ Ｇ　Ｇ　Ｂ
ウエストベースボール ソフトタッチホークス 福岡ドリームズ ファンタジークラブ
福岡ドリームズ 福岡ローヤーズ 漢　　塾 ＺＥＡＬＯＴＳ
漢　　塾 シーサイドゴネルズ ブルーボーイズ シーサイドゴネルズ
ブルーボーイズ リラックス Ｅｘｐｒeｓｓ 津田産業
ファンタジークラブ 軍　　鶏 イーグルス ＫＩＷＡＭＩ
ウイングスクラブ ＫＩＷＡＭＩ クラッパーズ 福岡ローヤーズ

ブルドックベースボール
　C 級 C　　級
粕屋スパローズ 粕屋スパローズ
バイオレントセンターズ パワーズ
津田産業 軍　　鶏
クラッパーズ ストロベリーワイズ
スピリッツ バイオレントセンターズ
ＺＥＡＬＯＴＳ
パワーズ
ストロベリーワイズ
Ｅｘｐｒeｓｓ

　Ａ 級 　Ｂ 級 Ａ　　級 Ｂ　　級
Ｇ　Ｇ　Ｂ ウエストベースボール ウイングスクラブ クラッパーズ
漢　　塾 ブルーボーイズ ブラボーズ イーグルス
ブラボーズ ファンタジークラブ 福岡ドリームズ ブルーボーイズ
福岡ドリームズ 福岡ローヤーズ Ｅｘｐｒeｓｓ 福岡ローヤーズ
ウイングスクラブ ソフトタッチホークス 漢　　塾 ＺＥＡＬＯＴＳ
イーグルス 日通ライオンズ Ｇ　Ｇ　Ｂ パワーズ
シーサイドゴネルズ クラッパーズ ウエストベースボール バイオレントセンターズ
Ｅｘｐｒeｓｓ パワーズ ファンタジークラブ

　C 級 C　　級
ＫＩＷＡＭＩ ＫＩＷＡＭＩ
ブルドックベースボール シーサイドゴネルズ
軍　　鶏 津田アブレイズ
バイオレントセンターズ ハイブリッドモンスター
粕屋スパローズ ストロベリーワイズ
津田産業
ＺＥＡＬＯＴＳ
ストロベリーワイズ
福岡ヤンキース

第３６回　　　平成２７年度 第３９回　　　平成３０年度

第３７回　　　平成２８年度 第４０回　　　令和元年度

第３８回　　　平成２９年度 第４１回　　令和２年度



１部　Ａ級 １部　Ｂ級 １部　Ａ級 １部　Ｂ級
ブラボーズ ファンタジークラブ ブラボーズ ＫＩＷＡＭＩ
Ｎ　Ｓ　Ｃ イーグルス 福岡ドリームズ ウイングスクラブ
福岡ドリームズ 日通ライオンズ イーグルス 福岡ソフトタッチホークス
Ｗｊwins 軍　　鶏 ＷＪ　wins コンパスクラブ
Ｇ　Ｇ　Ｂ Ｓ・ホーネッツ Ｇ　Ｇ　Ｂ ブルーボーイズ
ブルーボーイズ シーサイドゴネルズ 日通ライオンズ ＺＥＡＬＯＴＳ
バイオレントセンターズ リラックス 軍　　　鶏 ＢＬＡＣＫ　ＣＡＴＳ
那珂ドルフィンズ ストリートボーイズ ファンタジークラブ Ｄ－ＳＴＡＲＳ

２部　Ａ級 ２部　Ｂ級 ２部　Ａ級 ２部　Ｂ級
ＫＩＷＡＭＩ Ｄ－ＳＴＡＲＳ 福岡タンクトッパーズ 津田産業
ウイングスクラブ コンパスクラブ パワーズ クラッパーズ
パワーズ ビクトリーズ シーサイドゴネルズ ブルドックベースボール
ゼアロッツ ＫＹＯＷＡ ガスティー 粕屋スパローズ
津田産業 ブルドックベースボール リラックス バイオレントセンターズ
ガスティー ストロベリーワイズ スピリッツ ストロベリーワイズ
粕屋スパローズ ドリンカーソウルズ
ジョーズコニシ スピリッツ

１部　Ａ級 １部　Ｂ級 １部　Ａ級 １部　Ｂ級
福岡ドリームズ 軍　　鶏 Ｇ　Ｇ　Ｂ ファンタジークラブ
ブラボーズ ウイングスクラブ ウエストベースボール コンパスクラブ
Wjwins ブルーボーイズ ブラボーズ 日通ライオンズ
G G B KIWAMI 福岡ドリームズ 軍　　鶏
N S C パワーズ イーグルス パワーズ
ファンタジークラブ バイオレントセンターズ ＫＩＷＡＭＩ ブルーボーイズ
日通ライオンズ 那珂ドルフィンズ 福岡ソフトタッチホークス 福岡タンクトッパーズ
イーグルス S・ホーネッツ ウイングスクラブ シーサイドゴネルズ

２部　Ａ級 ２部　Ｂ級 ２部　Ａ級 ２部　Ｂ級
D-STARS BLACKCATS ＢＬＡＣＫ　ＣＡＴＳ リラックス
ZEALOTS ブルドックベースボール クラッパーズ 粕屋スパローズ
シーサイドゴネルズ 福岡ソフトタッチホークス 津田産業 バイオレントセンターズ
コンパスクラブ KYOWA ＺＥＡＬＯＴＳ スピリッツ
リラックス 粕屋スパローズ ブルドックベースボール ストロベリーワイズ
津田産業 スピリッツ
ガスティー ストロベリーワイズ
ビクトリーズ ドリンカーソウルズ

１部　Ａ級 １部　Ｂ級 １部　Ａ級 １部　Ｂ級
ブラボーズ イーグルス ウエストベースボール ウイングスクラブ
Ｇ　Ｇ　Ｂ ファンタジークラブ ブラボーズ ＢＬＡＣＫ　ＣＡＴＳ
福岡ドリームズ 日通ライオンズ 福岡ドリームズ 日通ライオンズ
軍　　鶏 ＺＥＡＬＯＴＳ Ｇ　Ｇ　Ｂ 軍　　鶏
Ｗｊwins ＫＩＷＡＭＩ イーグルス 福岡ソフトタッチホークス
ブルーボーイズ Ｄ－ＳＴＡＲＳ ファンタジークラブ ＫＩＷＡＭＩ
ウイングスクラブ シーサイドゴネルズ コンパスクラブ クラッパーズ
Ｎ　Ｓ　Ｃ パワーズ

２部　Ａ級 ２部　Ｂ級 ２部　Ａ級 ２部　Ｂ級
ＢＬＡＣＫＣＡＴＳ 福岡タンクトッパーズ ブルーボーイズ 漢　　塾
福岡ソフトタッチホークス ガスティー リラックス 福岡ローヤズ
コンパスクラブ スピリッツ シーサイドゴネルズ ブルドックベースボール
Ｓ・ホーネッツ 粕屋スパローズ 津田産業 バイオレントセンターズ
リラックス クラッパーズ 粕屋スパローズ ＺＥＡＬＯＴＳ
バイオレントセンターズ ストロベリーワイズ パワーズ スピリッツ
ブルドックベースボール ＫＹＯＷＡ 福岡タンクトッパーズ ストロベリーワイズ
津田産業

第３０回　　　平成２１年度 第３３回　　　平成２４年度

第３１回　　　平成２２年度 第３４回　　　平成２５年度

第３２回　　　平成２３年度 第３５回　　平成２６年度



第２４回　　　平成１５年度 第２７回　　　平成１８年度

　　Ａ　　級 　　Ｃ　　級 １部　Ａ級 １部　Ｂ級
ホルモンズ 津田産業 ホルモンズ イーグルス
ブラボーズ シーサイドゴネルズ ブラボーズ 日通ライオンズ
福岡ドリームズＡ 日通ライオンズ 福岡ドリームズ Ｎ　Ｓ　Ｃ
イーグルス 粕屋スパローズ ＷＪウインズ ファンタジークラブ
ブルーボーイズ キョーワ ブルーボーイズ バイオレントセンターズ
メンズ倶楽部 ナショナルデンコーズ ジョーズコニシ パワーズ
Ｎ　Ｓ　Ｃ ガスティー リラックス 津田産業
福岡ドリームズＢ ドリンカーソウルズ Ｊ・スピリッツ メンズ倶楽部

ビクトリーズ
　　Ｂ　　級 ストロベリーワイズ ２部　Ａ級 ２部　Ｂ級
ジョーズコニシ Ｊ　　Ｆ 漢　　塾 ラフィーユ
Ｊ・スピリッツ エンドレス 那珂ドルフィンズ ドリンカーソウルズ
ブルドックベースボール リラックス ＫＹＯＷＡ ビクトリーズ
ファンタジークラブ コンパスクラブ Ｇ　Ｇ　Ｂ 粕屋スパローズ
バイオレントセンターズ Ｓ・ホーネッツ コンパスクラブ
Ｓ・ホーネッツ ガスティー ストロベリーワイズ
パワーズ シーサイドゴネルズ ウイングスクラブ
ウイングスクラブ ブルドックベースボール

第２５回　　　平成１６年度 第２８回　　　平成１９年度

　　Ａ　　級 　　Ｃ　　級 １部　Ａ級 １部　Ｂ級
ホルモンズ ＫＹＯＷＡ ブラボーズ 漢　　塾
ブラボーズ リラックス ＷＪウインズ 那珂ドルフィンズ
福岡ドリームズＡ ガスティー 福岡ドリームズ ラフィーユ
イーグルス Ｓ・ホーネッツ 日通ライオンズ バイオレントセンターズ
ジョーズコニシ ウイングスクラブ ホルモンズ リラックス
ブルーボーイズ ドリンカーソウルズ Ｎ　Ｓ　Ｃ ジョーズコニシ
Ｊ・スピリッツ ストロベリーワイズ ブルーボーイズ ファンタジークラブ
ブルドックベースボール パワーズ イーグルス

粕屋スパローズ
　　Ｂ　　級 ビクトリーズ ２部　Ａ級 ２部　Ｂ級
福岡ドリームズＢ エンドレス Ｇ　Ｇ　Ｂ シーサイドゴネルズ
Ｎ　Ｓ　Ｃ コンパスクラブ Ｓ・ホーネッツ ガスティー
バイオレントセンターズ ナショナルデンコーズ 津田産業 軍　　鶏
日通ライオンズ 粕屋スパローズ コンパスクラブ
津田産業 ＫＹＯＷＡ ブルドックベースボール
ファンタジークラブ パワーズ ウイングスクラブ
メンズ倶楽部 ドリンカーソウルズ ストロベリーワイズ
シーサイドゴネルズ ビクトリーズ

第２６回　　　平成１７年度 第２９回　　平成２０年度

１部　Ａ級 １部　Ｂ級 １部　Ａ級 １部　Ｂ級
ホルモンズ リラックス 漢　　塾 バイオレントセンターズ
ドリームズ Ｊ・スピリッツ 福岡ドリームズ Ｇ　Ｇ　Ｂ　
ブラボーズ ブルーボーイズ Ｎ　Ｓ　Ｃ ブルーボーイズ
福岡ドリームズ 日通ライオンズ ブラボーズ イーグルス
ジョーズコニシ 津田産業 Ｗｊwins リラックス
バイオレントセンターズ ガスティー 那珂ドルフィンズ Ｓ・ホーネッツ
イーグルス ＫＹＯＷＡ 日通ライオンズ ジョーズコニシ
Ｎ　Ｓ　Ｃ ブルドックベースボール ストリートボーイズ 津田産業

２部　Ａ級 ２部　Ｂ級 ２部　Ａ級 ２部　Ｂ級
ファンタジークラブ 漢　塾 シーサイドゴネルズ ＫＩＷＡＭＩ
メンズ倶楽部 那珂ドルフィンズ 軍　　鶏 ZEALOTS
パワーズ Ｇ　Ｇ　Ｂ ファンタジークラブ ウイングスクラブ
Ｓ・ホーネッツ エンドレス パワーズ スピリッツ
シーサイドゴネルズ ビクトリーズ 粕屋スパローズ ビクトリーズ
ドリンカーソウルズ 粕屋スパローズ ガスティー ブルドックベースボール
ストロベリーワイズ コンパスクラブ ドリンカーソウルズ コンパスクラブ
ウイングスクラブ ナショナルデンコーズ ＫＹＯＷＡ ストロベリーワイズ



第１８回　　　平成９年度 第２１回　　　平成１２年度

  Ａ　　級   Ｃ　　級   Ａ　　級   Ｃ　　級
福岡ドリームズＡ ファンタジークラブ ブラボーズ メンズ倶楽部
ブラボーズ バッカス 福岡ドリームズＡ リラックス
ジョーズコニシ 福岡ドリームズＢ ジョーズコニシ ガスティー
ブルズ ブルドックベースボール ブルーボーイズ キョーワ
イーグルス コンパスクラブ ホルモンズ ナツアキ
ウイングスクラブ ユニークブラザーズ バイオレントセンターズ ファンタジークラブ
博多リスキー Ｊ・スピリッツ Ｓ・ホーネッツ コンパスクラブ
Ｓ・ホーネッツ リ　　ブ イーグルス ビクトリーズ

ナツアキ 粕屋スパローズ
  Ｂ　　級 粕屋スパローズ     Ｂ　　級 パワーズ
バイオレントセンターズ 日通ライオンズ Ｎ　Ｓ　Ｃ リ　　ブ
津田産業 ビクトリーズ 福岡ドリームズＢ ヤンキーブラザーズ
リラックス ユニークヤンキース 津田産業 日通ライオンズ
ブルーボーイズ エコーズ ストロベリーワイズ ナショナルデンコーズ
Ｎ　Ｓ　Ｃ ウイングスクラブ
ガスティー ブルズ
ウォーリアーズ ブルドックベースボール
ナショナルデンコーズ Ｊ・スピリッツ

第１９回　　　平成１０年度 第２２回　　　平成１３年度

  Ａ　　　級   Ｃ　　　級   Ａ　　級    Ｃ　　級
ブラボーズ ホルモンズ ホルモンズ Ｊ・スピリッツ
イーグルス コンパスクラブ 福岡ドリームズＡ ブルズ
福岡ドリームズＡ Ｊ・スピリッツ ブラボーズ ブルドックベースボール
ジョーズコニシ ストロベリーワイズ 福岡ドリームズＢ ファンタジークラブ
ブルズ 日通ライオンズ ジョーズコニシ キョーワ
津田産業 ナツアキ Ｎ　Ｓ　Ｃ ナツアキ
バイオレントセンターズ 粕屋スパローズ ブルーボーイズ パワーズ
リラックス ビクトリーズ 津田産業 粕屋スパローズ

リ　　ブ ヤンキーブラザーズ
  Ｂ　　　級 ヤンキーブラザーズ   Ｂ　　級 ビクトリーズ
ブルーボーイズ ガスティー メンズ倶楽部 ナショナルデンコーズ
ウイングスクラブ キョーワ Ｓ・ホーネッツ 日通ライオンズ
バッカス エコーズ バイオレントセンターズ コンパスクラブ
Ｎ　Ｓ　Ｃ ナショナルデンコーズ イーグルス リ　　ブ
Ｓ・ホーネッツ ストロベリーワイズ
福岡ドリームズＢ ウイングスクラブ
ブルドックベースボール リラックス
ファンタジークラブ ガスティー

第２０回　　　平成１１年度 第２３回　　　平成１４年度

  Ａ　　級   Ｃ　　級   Ａ　　級   Ｃ　　級
ブラボーズ 福岡ドリームズＢ ホルモンズ パワーズ
福岡ドリームズＡ ブルドックベースボール ブラボーズ ウイングスクラブ
ブルーボーイズ ストロベリーワイズ 福岡ドリームズＡ ファンタジークラブ
ジョーズコニシ キョーワ 福岡ドリームズＢ キョーワ
イーグルス 日通ライオンズ メンズ倶楽部 リラックス
ブルズ リ　　ブ ジョーズコニシ ナショナルデンコーズ
ウイングスクラブ ナツアキ Ｓ・ホーネッツ シーサイドゴネルズ
バッカス ヤンキーブラザーズ バイオレントセンターズ ガスティー

エコーズ 粕屋スパローズ
  Ｂ　　級 ビクトリーズ   Ｂ　　級 ドリンカーソウルス
Ｓ・ホーネッツ ファンタジークラブ Ｎ　Ｓ　Ｃ エンドレス
バイオレントセンターズ 粕屋スパローズ イーグルス 日通ライオンズ
ホルモンズ ガスティー ブルーボーイズ ビクトリーズ
津田産業 ナショナルデンコーズ Ｊ・スピリッツ コンパスクラブ
Ｊ・スピリッツ ブルズ
Ｎ　Ｓ　Ｃ ブルドックベースボール
リラックス 津田産業
コンパスクラブ ストロベリーワイズ



第12回　　　平成３年度 第１５回　　　平成６年度

  A　　級   B　　級   A　　級   B　　級

ウイングスクラブ コンパスクラブ グロリア N　S　C
マックローリングス 津田産業 福岡ドリームズ エコーズ
福岡ドリームズ 小　竹　正 マックローリングス 三坂ギャラクシー
ユニークブラザーズ ナツアキ ウォーリアーズ ブルーオックス
バラエティショップコニシ ライフマンズ コ　ニ　シ リラックス
ファイターズ リブハラスメント ユニークブラザーズ コンパスクラブ
ファンタジークラブ ヤンキース 津田産業 ユニークヤンキース
グロリア 福岡ウエルスホークス ナショナルデンコーズ 壱岐ブラックス
三坂ギャラクシー プレイボーイズ ドーベルマン リ　　ブ
ドーベルマン マックボンバーズ ウイングスクラブ ビクトリーズ
イーグルス 浅草玩具 バイオレントセンターズ ファイターズ
ナンセンスクラブ 九　　装 イーグルス アスレチックス
バイオレントセンターズ 丸福ランビーズ ファンタジークラブ エンジェル
壱岐ブラックス エンジェル 粕屋スパローズ 浅草玩具

日通ライオンズ

第１３回　　　平成４年度 第１６回　　　平成７年度

  A　　級   B　　級   A　　級   C　　級

福岡ドリームズ ナショナルデンコーズ 福岡ドリームズA ブラボーズ
グロリア バイオレントセンターズ コ　ニ　シ ファンタジークラブ
コニシクラブ NSCクラブ グロリア コンパスクラブ
マックローリングス 壱岐ブラックス ブ　ル　ズ 福岡ドリームズB
津田産業 サンイイダビクトリーズ ウォーリアーズ リラックス
ドーベルマン 日通ライオンズ 津田産業 粕屋スパローズ
ユニークブラザーズ マックボンバーズ ユニークブラザーズ ユニークヤンキース
イーグルス ヤンキース ナショナルデンコーズ J・スピリッツ
ナツアキ 浅草玩具 日通ライオンズ
ウイングスクラブ プレイボーイズ   B　　級 ブラックス
アダルファイターズ リブハラスメント イーグルス ガスティー
三坂ギャラクシー エンジェル バイオレントセンターズ ビクトリーズ
コンパスクラブ 丸福ランビーズ N　S　C リ　　ブ
エコーズ 福岡ウエルスホークス ウイングスクラブ エンジェル
ファンタジークラブ スチールキャッツ ドーベルマン

ブルドックベースボール
ブルーオックス

第１４回　　　平成５年度 エコーズ

  A　　級   B　　級 第１７回　　　平成８年度
  A　　級   C　　級

福岡ドリームズ 粕屋スパローズ コ　ニ　シ ブルーボーイズ
コ　ニ　シ ウォーリアーズ 福岡ドリームズA ガスティー
ドーベルマン ファンタジークラブ ブルズ リラックス
津田産業 日通ライオンズ S・ホーネッツ ブルドックベースボール
ウイングスクラブ 三坂ギャラクシー イーグルス 粕屋スパローズ
イーグルス エコーズ バイオレントセンターズ 福岡ドリームズB
マックローリングス 浅草玩具 ウォーリアーズ J・スピリッツ
ユニークブラザーズ リブハラスメント N　S　C ユニークヤンキース
バイオレントセンターズ サンイイダビクトリーズ ブラックス
ナショナルデンコーズ コンパスクラブ   B　　級 ブルーオックス
グロリア ユニークヤンキース ブラボーズ 日通ライオンズ
アダルファイターズ アスレチックス 博多リスキー エコーズ
壱岐ブラックス プレイボーイズ ウイングスクラブ リ　　ブ
ナツアキ マックボンバーズ ナショナルデンコーズ ビクトリーズ
N　S　C エンジェル 津田産業

ユニークブラザーズ
ファンタジークラブ
コンパスクラブ



各年度のリーグ戦の順位にて記載

第５回以前については資料がないため記載できず

第６回　　　昭和６０年度 第９回　　　昭和６３年

  A　　級   B　　級   A　　級   B　　級

小 竹 正 ユニークブラザーズ ナンセンスクラブ 小 竹 正
和気産業 マックローリングス バラエティショップコニシ ヤンキース
中村クラブ 名島クラブ ウイングスクラブ ブラックス
内　　外 レッドバーニーズ サンデーズ ドーベルマン
ｼﾝｶﾜ ナツアキ ユニークブラザーズ 丸福ランビーズ
サンイイダベアーズ 津田産業 永田洋行 ニッケン文具
ウイングスクラブ リブバイパース サンイイダベアーズ 和気産業
三坂商事 丸福ランビーズ マックローリングス ダンロップマスターズ
藤　　井 ムスイクラブ バイオレントセンターズ ドングリーズ
松居ジャパネスク プレイボーイズ 津田産業 プレイボーイズ

永田洋行 三坂商事 マックボンバーズ
ダンロップマスターズ シンカワ ファンタジークラブ

第７回　　　昭和６１年度 第１０回　　　平成元年

  A　　級   B　　級    A　　級    B　　級

マックローリングス バイオレントセンターズ マックローリングス バイオレントセンターズ
名島クラブ サンデーズ ウイングスクラブ スナイパーズ
ウイングスクラブ 藤　　井 サンデーズ 三坂商事
内　　外 津田産業 バラエティショップコニシ 九　　装
和気産業 丸福ランビーズ ナンセンスクラブ 津田産業
ユニークブラザーズ ダンロップマスターズ ユニークブラザーズ 丸福ランビーズ
中村クラブ 松居ジャパネスク ドーベルマン 和気産業
小 竹 正 ナツアキ サンイイダベアーズ ウエルス
レッドバーニーズ リブバイパース 小 竹 正 マックボンバーズ
三坂商事 永田洋行 ヤンキース ニッケン文具
サンイイダベアーズ ムスイクラブ 永田洋行 プレイボーイズ
シンカワ 壱岐ブラックス ファンタジークラブ

第８回　　　昭和６２年度 第１１回　　　平成２年度

  A　　級   B　　級   A　　級    B　　級

名島クラブ 永田洋行 福岡ドリームズ イーグルス
内　　外 津田産業 ウイングスクラブ ファンタジークラブ
バラエティショップコニシ シンカワ マックローリングス グロリア
ウイングスクラブ 三坂商事 ファイターズ 壱岐ブラックス
ユニークブラザーズ サンイイダベアーズ バラエティショップコニシ コンパスクラブ
サンデーズ レッドバーニーズ バイオレントセンターズ 津田産業
マックローリングス ダンロップマスターズ ユニークブラザーズ プレイボーイズ
バイオレントセンターズ リブバイパース ドーベルマン 小　竹　正
和気産業 プレイボーイズ 三坂商事 ライフマンズ
藤　　井 ナツアキ ナンセンスクラブ 丸福ランビーズ
小　竹　正 ムスイクラブ ヤンキース ウエルス
丸福ランビーズ ファンタジークラブ 九　　装 マックボンバーズ

リブハラスメント サンイイダベアーズ

福岡東部流通野球連盟　歴代在籍チーム


