
厚木リーグ各年度の結果厚木リーグ各年度の結果厚木リーグ各年度の結果厚木リーグ各年度の結果
リーグ 順位 2015201520152015 2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012 2011201120112011 2010201020102010 2009200920092009 2008200820082008 2007200720072007

優勝優勝優勝優勝 筋斗雲筋斗雲筋斗雲筋斗雲 PREMIUM同好会PREMIUM同好会PREMIUM同好会PREMIUM同好会 TakashowTakashowTakashowTakashow 筋斗雲筋斗雲筋斗雲筋斗雲 ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰ TakashowTakashowTakashowTakashow ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰ PoohちゃんPoohちゃんPoohちゃんPoohちゃん
準優勝 モーニングコーヒー モーニングコーヒー ZEUS.B.C ZEUS.B.C ZEUS.B.C モーニングコーヒー ZEUS.B.C Takashow

３位 FINAL 筋斗雲 モーニングコーヒー モーニングコーヒー ひまわり厚木 ZEUS.B.C Takashow チャレンジャー
４位 ひまわり厚木 ひまわり厚木 筋斗雲 Poohちゃん Poohちゃん チャレンジャー チャレンジャー ZEUS.B.C
５位 PREMIUM同好会 Takashow Poohちゃん FINAL Takashow FINAL Poohちゃん モーニングコーヒー
６位 Poohちゃん ZEUS.B.C B-CUBE ひまわり厚木 チャレンジャー イチモッツ女子大 ひまわり厚木 FINAL
優勝 Brotherhood FINAL PREMIUM同好会 Takashow 筋斗雲 Poohちゃん FINAL ひまわり厚木

準優勝 Takashow Poohちゃん ひまわり厚木 B-CUBE FINAL ひまわり厚木 イチモッツ女子大 イチモッツ女子大
３位 ZEUS.B.C 超星 FINAL Brotherhood 超星 超星 SCRATCH 荻野NS
４位 超星 ぱるプンテ!? チャレンジャー チャレンジャー B-CUBE 筋斗雲 Brotherhood SCRATCH
５位 OGINO B-CUBE Brotherhood 超星 イチモッツ女子大 SCRATCH 森の里NYAN 森の里NYAN
６位 ぱるプンテ!? チャレンジャー Shake SCRATCH 森の里NYAN Brotherhood 荻野NS 超星
優勝 チームフリー Brotherhood 超星 PREMIUM同好会 Brotherhood B-CUBE 筋斗雲 Brotherhood

準優勝 ウルトラビッグ OGINO ぱるプンテ!? Shake SCRATCH 森の里NYAN 超星 クラブアフター
３位 B-CUBE Go!Go!ジャグラー OGINO イチモッツ女子大 荻野NS NewBorn B-CUBE ウイング
４位 Go!Go!ジャグラー Shake SCRATCH BS2 BS2 荻野NS クラブアフター OGINO
５位 Shake 荻野NS イチモッツ女子大 荻野NS NewBorn バッコミ ウイング バッコミ
６位 チャレンジャー SCRATCH BS2 森の里NYAN 相川クラブ クラブアフター OGINO ウルトラビッグ
優勝 ROBINS ウルトラビッグ Go!Go!ジャグラー ぱるプンテ!? PREMIUM同好会 BS2 バッコミ B-CUBE

準優勝 イチモッツ女子大 チームフリー 荻野NS OGINO Shake 相川BC NewBorn 筋斗雲
３位 SCRATCH ROBINS 保土ヶ谷ABC 保土ヶ谷ABC OGINO ウイング 日立AS 日立AS
４位 相川BC イチモッツ女子大 ロビンズ NewBorn 日立AS OGINO BS2 NewBorn
５位 荻野NS 保土ヶ谷ABC NewBorn 日立AS クラブアフター 日立AS ROBINS 相川BC
６位 NBC BS2 森の里NYAN 相川BC 赤ひげ 赤ひげ ウルトラビッグ 赤ひげ
優勝 My STILE NBC ウルトラビッグ GoGo!ジャグラー ぱるプンテ!? PREMIUM同好会 相川BC ROBINS

準優勝 パンダース 相川BC チームフリー ROBINS 保土ヶ谷ABC Shake 赤ひげ BS2
３位 一級河川 一級河川 NBC ウルトラビッグ ROBINS ウルトラビッグ パンダース サタモッツ女子高
４位 保土ヶ谷ABC 森の里NYAN 一級河川 NBC ウルトラビッグ ROBINS ゴールデンマスターズ パンダース
５位 BS2 クラブアフター 相川クラブ クラブアフター パンダース パンダース サタモッツ女子高 ゴールデンマスターズ
６位 森の里NYAN 厚木クラブ 日立AMS 赤ひげ サタモッツ女子高 サタモッツ女子高 厚木クラブ 厚木クラブ
優勝 クラブアフター My STILE 厚木クラブ チームフリー NBC 保土ヶ谷ABC PREMIUM同好会

準優勝 日立AMS パンダース クラブアフター 一級河川 GoGo!ジャグラー ぱるプンテ!? Shake
３位 厚木クラブ 日立AMS AVA パンダース 一級河川 チームフリー ぱるプンテ!?
４位 サタモッツ女子高 AVA パンダース AVA チームフリー GoGo!ジャグラー 保土ヶ谷ABC
５位 チーム新橋 チーム新橋 赤ひげ 厚木クラブ AVA 一級河川 GoGo!ジャグラー
６位 AVA サタモッツ女子高 サタモッツ女子高 サタモッツ女子高 厚木クラブ 厚木クラブ 一級河川

優勝優勝優勝優勝 ウイングウイングウイングウイング ウイングウイングウイングウイング おぎのシニアおぎのシニアおぎのシニアおぎのシニア クラブアフター2クラブアフター2クラブアフター2クラブアフター2 おぎのシニアおぎのシニアおぎのシニアおぎのシニア ゆずりはゆずりはゆずりはゆずりは クラブアフター2クラブアフター2クラブアフター2クラブアフター2 クラブアフター2クラブアフター2クラブアフター2クラブアフター2
準優勝 クラブアフター２ おぎのシニア クラブアフター2 おぎのシニア 相川BC 相川BC ゆずりは ゆずりは

３位 おぎのシニア クラブアフター２ ウイング 筋斗雲シニア クラブアフター2 おぎのシニア 相川BC 土曜会
４位 ロビンズシニア ロビンズシニア 筋斗雲シニア 東建 ゆずりは クラブアフター2 土曜会 相川BC
５位 インフィニティ 筋斗雲シニア 東建 相川BC 土曜会 土曜会 玉川BC 両向BC
６位 ゆずりは micxmicxmic 土曜会 ゆずりは 玉川BC 玉川BC 玉川BC
優勝 筋斗雲シニア インフィニティ micxmicxmic ウイング 筋斗雲シニア

準優勝 micxmicxmic ゆずりは ロビンズシニア 土曜会 東建
３位 東建 相川ＢＣシニア 相川BC インフィニティ ロビンズシニア
４位 相川ＢＣシニア 東建 ゆずりは 玉川BC micxmicxmic
５位 土曜会 土曜会 インフィニティ ロビンズシニア ウイング
６位 玉川ＢＣ 玉川ＢＣ 玉川BC micxmicxmic
優勝 翡翠(かわせみ)

準優勝 チームフリーシニア
３位 ねねこクラブ
４位   日立AMSシニア
５位 チーム新橋シニア
６位 ホワイトエンジェルス
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厚木リーグ各年度の結果厚木リーグ各年度の結果厚木リーグ各年度の結果厚木リーグ各年度の結果
リーグ 2006200620062006 2005200520052005 2004200420042004 2003200320032003 2002200220022002 2001200120012001

チャレンジャーチャレンジャーチャレンジャーチャレンジャー ピエロ厚木ピエロ厚木ピエロ厚木ピエロ厚木 ZEUS.B.CZEUS.B.CZEUS.B.CZEUS.B.C ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰ P天使P天使P天使P天使 MCMCMCMC
ZEUS.B.C ZEUS.B.C ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾋｰ ZEUS.B.C モーニングコーヒー P天使
Takashow Takashow(旧 相川BC) ホットショット 相川BC ピエロ厚木 ピエロ厚木

モーニングコーヒー ホットショット 相川BC FINAL FINAL FINAL
超星 モーニングコーヒー FINAL ひまわり厚木 相川BC 酔球クラブ

ホットショット FINAL 森の里NYAN ピエロ厚木 ひまわり厚木 森の里NYAN
Poohちゃん チャレンジャー ピエロ厚木 森の里NYAN ZEUS.B.C 相川BC

FINAL 超星 ひまわり厚木 ホットショット イチモッツ女子大 ひまわり厚木
イチモッツ女子大 ひまわり厚木 イチモッツ女子大 イチモッツ女子大 森の里NYAN 荻野NS

ひまわり厚木 イチモッツ女子大 酔球クラブ 酔球クラブ 酔球クラブ ウェンズディ
SCRATCH 森の里NYAN ウルトラビッグ 荻野NS 荻野NS クラブアフター

森の里NYAN 酔球クラブ 荻野NS クラブアフター ウェンズディ NewBorn
荻野NS SCRATCH 超星 ウルトラビッグ クラブアフター ZEUS.B.C
バッコミ Poohちゃん チャレンジャー ウイング ホットショット イチモッツ女子大

ウルトラビッグ 荻野NS ウイング NewBorn NewBorn ミスターＫ
ウイング クラブアフター クラブアフター バッコミ スイング向日葵 スイング向日葵

クラブアフター ウルトラビッグ NewBorn BS2 ウルトラビッグ
赤ひげ ウイング バッコミ バッコミ

Brotherhood バッコミ Poohちゃん 超星 ウイング
OGINO 赤ひげ SCRATCH チャレンジャー BS2
筋斗雲 筋斗雲 赤ひげ Poohちゃん
日立AS NewBorn 筋斗雲 SCRATCH

NewBorn Brotherhood Brotherhood 赤ひげ
相川BC OGINO BS2 筋斗雲
B-CUBE 日立AS OGINO Brotherhood

パンダース 相川BC(新) DANSHAKU へなちょこ
サタモッツ女子高 ゴールデンマスターズ パンダース 日立ユニシア

ゴールデンマスターズ BS2 パンダース
BS2 ロビンズ(旧DANSHAKU) OGINO

ROBINS パンダース DANSHAKU
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