
年度 開催地 優　勝 準優勝

S62(1987) 日下子供会 泉北西同好会

第１回 T （東大阪市） （堺市）

S63(1988) 狭山西地区 三中フレンズ

第２回 T （狭山町） （旭区）

H1(1989) 松原清水 天野ヶ原ｵﾘｵﾝｽﾞ

第３回 T （松原市） （交野市）

H2(1990) 庭代台サニーズ 大東スターズ

第４回 T （堺市） （大東市）

H3(1991) 庭代台サニーズ 清水

第５回 T （堺市） （松原市）

H4(1992) 庭代台サニーズ サンボーイズ

第６回 T （堺市） ※代表（松原市）

H5(1993) 縄手北 庭代台サニーズ

第７回 T （東大阪市） ※代表（堺市）

H6(1994) サンボーイズ 新桧尾台メッツ

第８回 T （柏原市） （堺市）

H7(1995) 枚岡西 庭代台サニーズ

第９回 T （東大阪市） （堺市）

H8(1996) 八尾市 庭代台サニーズ 石切東 交野オリオンズ 南平台レッドソックス

第１０回 5T （堺市） （東大阪市） （交野市） （高槻市）

H9(1997) 枚岡東 交野オリオンズ

第１１回 T （東大阪市） （交野市）

H10(1998) 堺市 庭代台サニーズ 交野オリオンズ 全松原 加島連合ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ

第１２回 7T （堺市） （交野市） （松原市） （　　）

H11(1999) 交野市 全松原 淀川連合 淀川バードウェル 西地区男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部

第１３回 9T （松原市） （浪速区） （都島区） （大阪狭山市）

H12(2000) 交野市 全松原 庭代台サニーズ 加島連合ソフトボール オール枚方

第１４回 18T （大阪ＲＳ） （堺市） （大阪市） （枚方市）

H13(2001) 枚方市 全松原男子 全交野 大東スターズ

第１５回 18T （大阪ＲＳ） （交野市） （大東市）

H14(2002) 交野市 全松原男子 大東スターズ 交野オリオンズ

第１６回 14T （大阪ＲＳ） （大東市） （交野市）

H15(2003) 枚方市 庭代台サニーズ 鷺洲子供クラブ 全松原男子

第１７回 14T （堺市） （大阪市） （大阪ＲＳ）

H16(2004) 門真市・守口市 庭代台サニーズ 枚岡西 全松原男子

第１８回 14T （堺市） （東大阪市） （大阪ＲＳ）

H17(2005) 交野市 庭代台サニーズ 大東スターズ 孔舎衙東

第１９回 12T （堺市） （大東市） （東大阪市）

H18(2006) 交野市 全松原男子 孔舎衙東 東太田カバーズ

第２０回 14T （大阪ＲＳ） （東大阪市） （茨木市）
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全日本小学生（男子）、大阪予選会　成績一覧
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年度 開催地 優　勝 準優勝

S62(1987)

第１回 T （　　　） （　　）

S63(1988) どろんこ 庄内南小学校

第２回 T （寝屋川市） （豊中市）

H1(1989) シルバーホークス 庄内南

第３回 T （四条畷市） （豊中市）

H2(1990) どろんこ こりす

第４回 T （寝屋川市） （大阪狭山市）

H3(1991) ﾌﾗﾜｰ&ｼﾙﾊﾞｰ 枚岡東

第５回 T （四条畷市） （東大阪市）

H4(1992) 枚岡西子供会 杉の子

第６回 T （東大阪市） （八尾市）

H5(1993) アトムズ 畷フラワーズ

第７回 T （寝屋川市） （四条畷市）

H6(1994) 孔舎衙 交野ﾚｯﾄﾞｻﾝﾀﾞｰｽ

第８回 T （東大阪市） （交野市）

H7(1995) シルバーホークス アトムズ

第９回 T （四条畷市） （寝屋川市）

H8(1996) 八尾市 レッドガールズ 交野ﾚｯﾄﾞｻﾝﾀﾞｰｽ 縄手上四条 こりす

第１０回 7T （寝屋川市） （交野市） （東大阪市） （大阪狭山市）

H9(1997) 交野ﾚｯﾄﾞｻﾝﾀﾞｰｽ レッドガールズ

第１１回 T （交野市） （寝屋川市）

H10(1998) 堺市 交野ﾚｯﾄﾞｻﾝﾀﾞｰｽ 縄手上四条 やんちゃーず 八尾すみれーず

第１２回 4T （交野市） （東大阪市） （守口市） （八尾市）

H11(1999) 交野市 やんちゃーず 縄手東 フレンズ 八尾すみれーず

第１３回 9T （守口市） （東大阪市） （八尾市） （八尾市）

H12(2000) 交野市 四條畷学童女子 ブラックキャッツ やんちゃーず 縄手東

第１４回 13T （四條畷市） （寝屋川市） （守口市） （東大阪市）

H13(2001) 枚方市 全松原女子 ブラックキャッツ ビューティスターズ

第１５回 17T （大阪ＲＳ） （寝屋川市） （四條畷市）

H14(2002) 交野市 大東バンビーズ 全松原女子 春木女子ソフト

第１６回 12T （大東市） （大阪ＲＳ） （岸和田市）

H15(2003) 枚方市 岸和田城内クラブ オール門真 やんちゃーず

第１７回 11T （岸和田市） （門真市） （守口市）

H16(2004) 門真市・守口市 枚方ガールズ 大東バンビーズ 縄手東女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

第１８回 12T （枚方市） （大東市） （東大阪市）

H17(2005) 交野市 全松原 錦プリティ オール門真

第１９回 12T （大阪ＲＳ） （守口市） （門真市）

H18(2006) 交野市 全松原 枚方ガールズ 交野レッドサンダーズ

第２０回 12T （大阪ＲＳ） （枚方市） （交野市）
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