
過去の主な戦績

昭和５６年度 第３回 京都府知事杯争奪少年野球大会 優　勝

昭和５７年度 第４回 亀岡市長旗争奪少年野球大会 三　位

昭和５８年度 第５回 亀岡市長旗争奪少年野球大会 優　勝

第５回 西京都会長杯争奪少年野球大会 優　勝

昭和５９年度 第６回 亀岡市長旗争奪少年野球大会 優　勝

第６回 西京都会長杯争奪少年野球大会 準優勝

第６回 京都府知事杯争奪少年野球大会 準優勝

昭和６０年度 第７回 亀岡市長旗争奪少年野球大会 三　位

第７回 亀岡市長旗争奪少年野球大会 三　位

平成２年度 第 1 回 議長杯･全舞鶴少年野球選手権大会　　 準優勝

第12回 京都府知事杯争奪少年野球大会　　　　　 三　位

平成３年度 第 2 回 議長杯･全舞鶴少年野球選手権大会　　　 準優勝

平成４年度 第14回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 準優勝

第 3 回 議長杯･全舞鶴少年野球選手権大会　　　 優　勝

平成６年度 第16回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　　 三　位

平成７年度 第17回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 優　勝

第17回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　 最優秀マナー賞

第 6 回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会　　　 準優勝

第 6 回 議長杯･舞鶴少年野球大会 準優勝

第17回 京都府知事杯争奪少年野球大会　　　　　 優　勝

平成８年度 第18回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　　 優　勝

第 7 回 議長杯･舞鶴少年野球大会 優　勝

第18回 京都府知事杯争奪少年野球大会　　　　　 優　勝（２年連続）

第18回 京都府知事杯争奪少年野球大会　　　　 最優秀マナー賞

平成９年度 第19回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 三　位

第19回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　　 優　勝（２年連続）

第 8 回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会　　　 準優勝

第 8 回 議長杯･舞鶴少年野球大会（鶴友クラブＡ） 優　勝（２年連続）

第 8 回 議長杯･舞鶴少年野球大会（鶴友クラブＣ） 準優勝

平成１０年度 第20回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 三　位

第20回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　　 優　勝（３年連続）

第 9 回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会 優　勝

第 9 回 議長杯･舞鶴少年野球大会　　　　　 優　勝（３年連続）

第20回 京都府知事杯争奪少年野球大会　　　　　 優　勝

平成１１年度 第21回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 優　勝（西京都３季連続）

第21回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　　 三　位

第10回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会　　　 優　勝（２年連続）

第21回 京都府知事杯争奪少年野球大会　　　　　 三　位

平成１２年度 第22回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　　 優　勝

第11回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会　　　 優　勝（３年連続）

平成１４年度 第13回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会（鶴友クラブＡ）　 優　勝

第13回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会（鶴友クラブＢ） 準優勝

第13回 議長杯･舞鶴少年野球大会 優　勝
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平成１５年度 第25回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 準優勝

第14回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会 優　勝（２年連続）

第 4 回 大谷杯争奪少年野球大会　　　　　　　　 優　勝

第14回 議長杯･舞鶴少年野球大会 優　勝（２年連続）

第25回 京都府知事杯争奪少年野球大会　　　　　 三　位

第 5 回 城南リーグ杯争奪少年野球大会　　　　　 優　勝

平成１６年度 第26回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 準優勝

第15回 市長旗・全舞鶴少年野球選手権大会　　　 準優勝

第 5 回 原口杯争奪少年野球大会　　　　　　　　 優　勝

第15回 議長杯･舞鶴少年野球大会 優　勝（３年連続）

平成１７年度 第27回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 優　勝

第27回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　 三　位

第27回 西京都会長杯争奪少年野球大会　　　　　　　 最優秀マナー賞

第16回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会 優　勝

第16回 議長杯･舞鶴少年野球大会 優　勝（４年連続）

第27回 京都府知事杯争奪少年野球大会　　　　　 優　勝

第 1 回 ＭＪＢ・ブルーマリン杯少年野球大会　　 三　位

平成１９年度 第 3 回 ＭＪＢ・ブルーマリン杯少年野球大会　　 準優勝

第18回 議長杯･舞鶴少年野球大会 優　勝

平成２０年度 第30回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 準優勝

平成２１年度 第31回 西京都会長杯争奪少年野球大会最　　　　　　　　 最優秀マナー賞

平成２２年度 第21回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会 優　勝

第21回 議長杯･舞鶴少年野球大会 準優勝

平成２３年度 第４回 会長杯近畿少年秋季軟式野球北部地区大会(新人戦) 優　勝（京都府大会出場）

平成２４年度 第23回 議長杯･舞鶴少年野球大会 優　勝

第５回 会長杯近畿少年秋季軟式野球舞鶴支部大会(新人戦) 優　勝（北部大会出場）

平成２５年度 第24回 議長杯･舞鶴少年野球大会 準優勝

第35回 京都府知事杯争奪少年野球大会 優　勝

第28回 紅葉杯争奪戦少年野球大会 優　勝

平成２６年度 第29回 紅葉杯争奪戦少年野球大会 三　位

平成２７年度 第26回 議長杯･舞鶴少年野球大会 準優勝

平成２８年度 第21回 リーグ大阪Ｊ･Ｂ･Ｒ･Ｐ大阪大会 準優勝

第９回 会長杯近畿少年秋季軟式野球舞鶴支部大会(新人戦) 優　勝（北部大会出場）

第９回 会長杯近畿少年秋季軟式野球北部地区大会(新人戦) 優　勝（京都府府大会出場）

第16回 天下一品旗争奪少年軟式野球大会（新人戦）

第18回 IBA-boys 全国中学生軟式野球大会京都府予選大会

平成２９年度 第33回 新春杯大会 優　勝

第18回 IBA-boys 全国中学生軟式野球大会 三　位

第40回 京都市長旗争奪大会 準優勝

第23回 共同旗争奪関西選手権中学軟式野球大会 優　勝

第34回 全日本少年軟式野球京都府大会 三　位

第28回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会 優　勝

第28回 議長杯･舞鶴少年野球秋季大会 優　勝

第39回 京都府知事杯争奪少年野球大会 優　勝

第10回 会長杯近畿少年秋季軟式野球舞鶴支部大会(新人戦) 優　勝（２年連続北部大会出場）

第10回 会長杯近畿少年秋季軟式野球北部地区大会(新人戦) 優　勝（２年連続府大会出場）

優　勝（全国大会出場）
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平成３０年度 第34回 新春杯大会 三　位

第40回 西京都会長杯争奪少年野球大会 三　位

第１回 豊中少年野球連盟会長杯争奪少年野球大会 三　位

第29回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会 準優勝

第29回 議長杯･舞鶴少年野球秋季大会 優　勝（２年連続）

第11回 会長杯近畿少年秋季軟式野球舞鶴支部大会(新人戦) 優　勝（３年連続北部大会出場）

第11回 会長杯近畿少年秋季軟式野球北部地区大会(新人戦) 優　勝（３年連続府大会出場）

令和元年度 第41回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 優　勝（西京都３季完全制覇）

第41回 西京都会長杯争奪少年野球大会 優　勝（西京都３季完全制覇）

第42回 京都市長旗争奪大会 準優勝

第30回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会 優　勝

第16回 上原浩治杯争奪軟式野球大会 優　勝

第24回 リーグ大阪Ｊ･Ｂ･Ｒ･Ｐ大阪大会 準優勝

第39回 大阪市会議長杯少年軟式野球大会 準優勝

第30回 議長杯･舞鶴少年野球秋季大会 優　勝（３年連続）

第41回 京都府知事杯争奪少年野球大会 優　勝（西京都３季完全制覇）

第41回 京都府知事杯争奪少年野球大会 最優秀マナー賞

第12回 会長杯近畿少年秋季軟式野球北部地区大会(新人戦) 代表権(４年連続府大会出場）

第12回 会長杯近畿少年秋季軟式野球京都府大会(新人戦) 準優勝

第19回 天下一品旗争奪少年軟式野球大会（新人戦）

第21回 IBA-boys 全国中学生軟式野球大会京都府予選大会

令和２年度 第21回 IBA-boys 全国中学生軟式野球大会 ※コロナにより全国大会中止

第31回 市長旗･全舞鶴少年野球選手権大会 優　勝（２年連続）

第31回 議長杯･舞鶴少年野球秋季大会 優　勝（４年連続）

第43回 京都市長旗争奪大会 準優勝

第13回 会長杯近畿少年秋季軟式野球北部地区大会(新人戦) 準優勝（５年連続府大会出場）

令和３年度 第22回 IBA-boys 全国中学生軟式野球大会 準優勝

第43回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 優　勝

第38回 全京都少年軟式野球選手権大会 準優勝

令和４年度 第33回 市長旗全舞鶴少年野球選手権大会 準優勝

第44回 亀岡市長旗争奪少年野球大会　　　　　　 三　位

第15回 会長杯近畿少年秋季軟式野球北部地区大会（新人戦） 代表権(７年連続府大会出場）

優　勝（全国大会出場）
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