
年間
順位

チーム名 後期成績 勝点 成績 順位 勝点 得点 失点 得失点差 不戦勝 不戦敗 ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ BeeS まさご座 がんこ ｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ ﾛﾚｯｸｽ Guts 金星 ペガサス ﾗﾘｱｯﾂ フレンズ

年間 14勝3分3敗 1位 15.2 97 39 58 1 0 ○4-3 △4-4 ○7-2 ○4-1 ○5-2 △2-2 ●0-5 ○2-0 ○9-0 ○不戦
1 ジャガーズ 14勝3分3敗 15.2 前期 7勝2分1敗 2位 7.8 37 19 18 1 0 ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ

後期 7勝1分2敗 1位 7.4 60 20 40 0 0 ○6-0 ○4-3 ○6-0 ○8-3 ●0-3 ●4-6 △2-2 ○9-2 ○6-1 ○15-0

年間 14勝1分5敗 2位 14.4 87 38 49 2 0 ●3-4 △1-1 ○6-0 ○5-1 ○3-2 ○10-0 ○4-1 ○不戦 ○11-1 ○9-2
2 BeeS 14勝1分5敗 14.4 前期 8勝1分1敗 1位 8.4 52 12 40 1 0 BeeS

後期 6勝0分4敗 5位 6.0 35 26 9 1 0 ●0-6 ●1-3 ○6-0 ●0-2 ●0-8 ○8-7 ○3-0 ○7-0 ○不戦 ○10-0

年間 10勝5分5敗 3位 12.0 96 52 44 0 0 △4-4 △1-1 ●0-8 ●0-1 ○5-2 △1-1 ○3-2 ●2-6 ○4-3 ○15-3
3 まさご座 10勝5分5敗 12.0 前期 4勝3分3敗 5位 5.2 35 33 2 0 0 まさご座

後期 6勝2分2敗 2位 5.8 61 19 42 0 0 ●3-4 ○3-1 ○7-0 △2-2 △3-3 ●1-3 ○5-3 ○3-0 ○7-0 ○27-3

年間 10勝3分7敗 4位 11.2 95 75 20 0 0 ●2-7 ●0-6 ○8-0 ○4-0 △3-3 ○12-5 ○6-5 ○6-3 ●3-4 ○12-3
4 がんこ 10勝3分7敗 11.2 前期 6勝1分3敗 3位 6.4 56 36 20 0 0 がんこ

後期 4勝2分4敗 7位 4.8 39 39 0 0 0 ●0-6 ●0-6 ●0-7 ●2-3 △3-3 ○6-2 ○5-2 △4-4 ○11-5 ○8-1

年間 10勝2分8敗 5位 10.8 74 69 5 0 0 ●1-4 ●1-5 ○1-0 ●0-4 ●1-7 ○8-2 ●1-2 ○4-0 ○7-6 ○7-0
5 ヴィクトリーズ 10勝2分8敗 10.8 前期 5勝0分5敗 6位 5.0 35 35 0 0 0 ｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ

後期 5勝2分3敗 6位 5.8 39 34 5 0 0 ●3-8 ○2-0 △2-2 ○3-2 ○5-3 △3-3 ●7-11 ●1-2 ○6-3 ○7-0

年間 9勝4分7敗 6位 10.6 71 62 9 0 0 ●2-5 ●2-3 ●2-5 △3-3 ○7-1 △5-5 ●0-7 ●1-2 ○3-2 ○4-2
6 ロレックス 9勝4分7敗 10.6 前期 3勝2分5敗 9位 3.8 29 35 -6 0 0 ﾛﾚｯｸｽ

後期 6勝2分2敗 2位 6.8 42 27 15 0 0 ○3-0 ○8-0 △3-3 △3-3 ●3-5 ○3-2 ○8-7 ○4-1 ●3-4 ○4-2

年間 9勝4分6敗 6位 10.6 77 90 -13 2 0 △2-2 ●0-10 △1-1 ●5-12 ●2-8 △5-5 ○7-1 ●4-8 ○11-8 ○4-0
6 Guts 9勝4分7敗 10.6 前期 3勝3分4敗 7位 4.2 41 57 -16 0 0 Guts

後期 6勝1分3敗 4位 6.4 36 33 3 2 0 ○6-4 ●7-8 ○3-1 ●2-6 △3-3 ●2-3 ○4-2 ○9-6 ○不戦 ○不戦

年間 10勝1分9敗 8位 10.4 100 56 44 0 0 ○5-0 ●1-4 ●2-3 ●5-6 ○2-1 ○7-0 ●1-7 ○11-0 ○7-0 ○6-1
8 金星 10勝1分9敗 10.4 前期 6勝0分4敗 4位 6.0 47 21 26 0 0 金星

後期 4勝1分5敗 8位 4.4 53 35 18 0 0 △2-2 ●0-3 ●3-5 ●2-5 ○11-7 ●7-8 ●2-4 ○8-0 ○7-0 ○11-1

年間 7勝1分12敗 9位 7.4 55 87 -32 1 1 ●0-2 ●不戦 ○6-2 ●3-6 ●0-4 ○2-1 ○8-4 ●0-11 ●3-4 ○7-0
9 ペガサス 7勝1分12敗 7.4 前期 4勝0分6敗 8位 4.0 31 35 -4 0 1 ペガサス

後期 3勝1分6敗 9位 3.4 24 52 -28 1 0 ●2-9 ●0-7 ●0-3 △4-4 ○2-1 ●1-4 ●6-9 ●0-9 ○8-7 ○不戦

年間 5勝0分15敗 10位 5.0 52 107 -55 1 2 ●0-9 ●1-11 ●3-4 ○4-3 ●6-7 ●2-3 ●8-11 ●0-7 ○4-3 ○不戦
10 ラリアッツ 5勝0分15敗 5.0 前期 3勝0分7敗 10位 3.0 29 59 -30 1 0 ﾗﾘｱｯﾂ

後期 2勝0分8敗 10位 2.0 23 48 -25 0 2 ●1-6 ●不戦 ●0-7 ●5-11 ●3-6 ○3-4 ●不戦 ●0-7 ●7-8 ○3-0

年間 0勝0分20敗 11位 0.0 17 149 -132 0 4 ●不戦 ●2-9 ●15-3 ●3-12 ●0-7 ●2-4 ●0-4 ●1-6 ●0-7 ●不戦
11 フレンズ 0勝0分20敗 0.0 前期 0勝0分10敗 11位 0.0 10 64 -54 0 2 フレンズ

後期 0勝0分10敗 11位 0.0 7 85 -78 0 2 ●0-15 ●0-10 ●27-3 ●1-8 ●0-7 ●2-4 ●不戦 ●1-11 ●不戦 ●0-3



2 川崎 ジャガーズ 1 高橋賢 ジャガーズ 3 野村 がんこ 1 宮内 ジャガーズ 5 川崎 ジャガーズ 2 河合 ジャガーズ 1 高橋賢 ジャガーズ 1 田中 ロレックス

今村勝 がんこ 矢島 ジャガーズ 水岡 金星 牧坂 ジャガーズ 一ツ松 BeeS 宮内 ジャガーズ 高橋 ジャガーズ 島崎 ロレックス

寺野 ヴィクトリーズ 遠藤 ジャガーズ 2 河合 ジャガーズ 矢島 ジャガーズ 高倉 Guts 河井 ジャガーズ 宮代 ジャガーズ 千葉 ロレックス

吉岡 ロレックス 伏屋 ジャガーズ 杉浦 BeeS 高橋兄 ジャガーズ 片岡 金星 坪井 BeeS 遠藤 ジャガーズ 広瀬 ロレックス

恩田淳 ロレックス 村瀬 BeeS 村瀬 BeeS 高橋 ジャガーズ 安藤 フレンズ 村瀬 BeeS 矢島 ジャガーズ 澤 Guts
片岡 金星 武藤 BeeS 渡辺 がんこ 原田 BeeS 4 上野晃 Guts 杉浦 BeeS 松野 ジャガーズ 浅野 Guts
加藤光 金星 進藤 まさご座 桐山 ロレックス 今井 BeeS 藤田 ロレックス 山田健 BeeS 武藤 BeeS 上野雅 Guts

古田 まさご座 寺澤 Guts 一ツ松 BeeS 3 山田政 BeeS 大西右 まさご座 今井 BeeS 大石 Guts
大石右 まさご座 加藤卓 金星 武藤 BeeS 田代 まさご座 内海 まさご座 原田 BeeS 田村 Guts
小澤 まさご座 青木 フレンズ 内海 まさご座 古田 まさご座 堀宏 まさご座 小川 まさご座 川島弘 金星
今村貴 がんこ 中島 まさご座 小澤 まさご座 中山剛 まさご座 竹内 まさご座 小坂 金星
赤松 がんこ 小川 まさご座 寺澤 Guts 大橋 Guts 斉藤 まさご座 武井 金星
勝野 がんこ 中山剛 まさご座 玉木 金星 松岡 ロレックス 中島 まさご座 森脇 金星
川辺 ヴィクトリーズ 斉藤 まさご座 吉岡 ロレックス 水岡 金星 進藤 まさご座 加藤卓 金星
加藤 ヴィクトリーズ 安藤 がんこ 桐山 ロレックス 樽井 金星 安藤 がんこ 古田 金星
河田規 ヴィクトリーズ 三輪 がんこ 恩田淳 ロレックス 加藤光 金星 赤松 がんこ 川島忠 金星
中村 ヴィクトリーズ 塚田 がんこ 恩田尚 ロレックス 筧 金星 田村 がんこ 前田 金星
恩田忍 ロレックス 岩田 がんこ 森 ラリアッツ 曽貝 金星 坂 がんこ 高橋 ペガサス

藤田 ロレックス 和田 がんこ 今村勝 がんこ 今村 がんこ 横井 ペガサス

千葉 ロレックス 今村勝 がんこ 野村 がんこ 和田 がんこ 河口 ペガサス

寺澤 Guts 堀部 ヴィクトリーズ 大塚 ビクトリーズ 浅野 がんこ 春日井 ペガサス

上野晃 Guts 河田規 ヴィクトリーズ 川辺 ビクトリーズ 山田 ヴィクトリーズ 蒲 フレンズ

筧 金星 広瀬 ロレックス 寺野 ビクトリーズ 中本 ヴィクトリーズ 谷口 フレンズ

水岡 金星 藤田善 ロレックス 河田規 ビクトリーズ 蔵澄 ヴィクトリーズ 後藤 フレンズ

曽貝 金星 恩田尚 ロレックス 立木大 ペガサス 大前裕 ヴィクトリーズ 鹿野 ラリアッツ

武井 金星 田村 Guts 熊原 ペガサス

樽井 金星 深尾 Guts 後藤智 ラリアッツ

熊原 ペガサス 上野晃 Guts 後藤健 ラリアッツ

蒲 フレンズ 筧 金星
三輪 フレンズ 江崎 金星

樽井 金星
土屋 金星
後藤智 ラリアッツ

蒲 フレンズ

三塁打 二塁打本塁打


