
一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 1位 2位 3位 4位

2016年度(H28年度)
2016 08月 第34回黒潮杯

07月 第28回東日本銀行杯
06月 全国選抜大会(連盟)
05月 第50回全日本選手権
05月 第8回豊田清杯
03月 SSK杯春季大会

2015 11月 第4回海野透杯 一回戦 ●1-11宇都宮、○9-8常陸大宮 銚子・小見川・山武 宇都宮 深谷市
11月 第40回茨城県大会 一回戦 ○10-8竜ヶ崎、●6-10牛久 友部 牛久 常陸大宮、鹿島
09月 SSK杯秋季大会 一回戦 ●2-6佐原･成田,●0-19常陸太田･日立 船橋 友部 銚子･小見川・山武、市川

2015年度(H27年度)
2015 08月 全国選抜大会(全国大会) 一回戦 ●4-5宝塚 武蔵府中 仙台広瀬 宝塚、大和高田

08月 第33回黒潮杯 一回戦 ●2-6市川、○13-0鹿島 船橋 銚子･佐原･小見川 牛久 市川
07月 第27回東日本銀行杯 優勝 ○3-1牛久、○10-0竜ヶ崎 ○4-0友部 ○6-0常陸太田･日立 ひたちなか 常陸太田・日立 友部 日立南
06月 全国選抜大会(連盟) 優勝 ○6-1松戸 ○12-2九十九里 ○7-2船橋 ○12-5友部 ひたちなか 友部
05月 第49回全日本選手権 第三位 ○12-2鹿島,○10-0鹿島 ●1-15友部,○3-2市川,○7-6牛久 牛久 友部 ひたちなか
05月 第7回豊田清杯 一回戦 ○9-0いわき,●11-12竜ヶ崎 竜ヶ崎 友部 福島
04月 ﾐｽﾞﾉ杯春季大会(四関東大会) 一回戦 ●9-10平塚 東京北砂 東京中野 大宮、平塚
03月 SSK杯春季大会 準優勝 ○1-0松戸,○18-6松戸 ○7-0牛久 ○9-2小見川・佐原・銚子 ●6-10市川 市川 ひたちなか 小見川・佐原・銚子 船橋Ａ

2014 11月 第3回海野透杯 準優勝 △3-3大田,○12-5鹿島 ○12-1越谷,●1-3友部 友部 ひたちなか 越谷
11月 第39回茨城県大会 優勝 ○27-1小美玉,○4-1牛久Ａ ○10-3常陸太田・日立 ○13-0鹿島 ひたちなか 竜ヶ崎 常陸太田・日立、友部

09月 SSK杯秋季大会 第三位 ○12-1いすみ市,△4-4いすみ市 ○10-2竜ヶ崎 ●1-2牛久Ａ 友部 牛久 ひたちなか、鹿島

2014年度(H26年度)
2014 08月 第32回黒潮杯 一回戦 ●1-6東京中野,●1-8市川 東京中野 牛久 川口、宇都宮

07月 第26回東日本銀行杯 準優勝 ○8-5友部,○9-3竜ヶ崎 ●10-11東茨城・水戸西,○9-0東茨城・水戸西 ●0-1牛久 牛久 ひたちなか 東茨城・水戸西 常陸大宮
06月 全国選抜大会 二回戦 ○10-5水戸東・日立 ●2-4船橋 竜ヶ崎 船橋 常陸大宮、市川
05月 第48回ｻﾞﾊﾞｽ杯全日本選手権 第三位 ○8-1鹿島,○6-1船橋 ○8-4竜ヶ崎,●5-7常陸大宮,●0-3牛久 牛久 竜ヶ崎 ひたちなか 常陸大宮
05月 第6回豊田清杯 一回戦 ●3-6福島,○10-0常陸太田 竜ヶ崎 福島
03月 SSK杯春季大会 一回戦 ○5-0竜ヶ崎Ａ,●5-7千葉市 牛久 竜ヶ崎 船橋、市川

2013 11月 第2回海野透杯 一回戦 ○1-0秋川,●5-7浦和 大田 浦和 宇都宮
11月 ﾐｽﾞﾉ杯秋季大会(四関東大会) 二回戦 ○7-6大宮東 ●5-8平塚 越谷 平塚 牛久、八王子
11月 第38回茨城県大会 一回戦 ○6-2友部,●0-9牛久A 牛久Ｂ 竜ヶ崎
09月 SSK杯秋季大会 二回戦 ○4-1佐原･小見川,○4-2佐原･小見川 ●0-11牛久Ａ 牛久Ａ 常陸太田･大子 船橋 友部

2013年度(H25年度)
2013 08月 全国選抜大会(全国大会) 一回戦 ●0-2長崎北 えひめ港南 長崎北 望月、上尾西

08月 第5回豊田清杯 一回戦 ●1-2須賀川,△6-6水戸西･大子･東茨城 竜ヶ崎 港北(横浜）
08月 第5回ガリガリ君CUP 第三位 ○3-0上尾西,○8-2八王子Ａ ●2-10宇都宮,○3-0水戸東 水戸東 宇都宮 ひたちなか
08月 第31回黒潮杯 優勝 ○8-1東京北砂,○7-0松戸 ○8-3銚子 ○4-3牛久 ひたちなか 牛久 銚子 千葉市
07月 第25回東日本銀行杯 優勝 ○11-0小美玉,○10-0小美玉 ○13-3高松,○12-0竜ヶ崎 ○3-1水戸東 ひたちなか 水戸東 竜ヶ崎 日立
06月 全国選抜大会 優勝 ○3-1船北 ○10-3常陸太田 ○3-2水戸東 ○3-2牛久 ひたちなか 牛久 水戸東、佐原
05月 第47回ｻﾞﾊﾞｽ杯全日本選手権 二回戦 ○7-2船橋 ●2-5千葉市 松戸 銚子 牛久 千葉市
04月 ﾐｽﾞﾉ杯春季大会(四関東大会) 第三位 ○2-1旭 ●2-14武蔵府中 武蔵府中 逗子 ひたちなか、上尾西

03月 SSK杯春季大会 優勝 ○3-2成田,○13-0船北 ○10-0竜ヶ崎,△3-3松戸 ○3-2牛久,○1-0水戸東 ひたちなか 牛久 水戸東
2012 11月 第1回海野透杯 優勝 ○8-1宇都宮 ○4-1銚子 ひたちなか 銚子

11月 第37回茨城県大会 一回戦 ●0-2牛久,●8-1小美玉 牛久 鹿島･波野･神栖

09月 SSK杯秋季大会 一回戦 ●2-4千葉市,○8-1鹿島･神栖 松戸 水戸東 常陸太田･日立南、水戸西

メジャー戦績　　(ひたちなかX－X対戦チーム)

ひたちなかリトルリーグ



一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 1位 2位 3位 4位メジャー戦績　　(ひたちなかX－X対戦チーム)
2012年度(H24年度)
2012 07月 第24回東日本銀行杯 一回戦 ○4-0鹿島ｲｰｸﾞﾙｽ,●0-3小美玉 常陸大宮 小美玉 友部

06月 全国選抜大会 一回戦 ●0-2市川 千葉市 市川
06月 理事長旗杯 一回戦 ●9-10船橋北部,●4-8船橋北部 成田 小見川 鹿島Ｂ、水戸西
05月 第4回豊田清杯 優勝 － ○6-1常陸大宮 ひたちなか 常陸大宮
05月 第46回ｻﾞﾊﾞｽ杯全日本選手権 二回戦 ○10-4山武 ●2-4牛久 船橋 千葉市 牛久 銚子
04月 ﾐｽﾞﾉ杯春季大会(四関東大会) 二回戦 ○4-1宇都宮 ●5-6藤沢 東京北砂 船橋 武蔵府中、藤沢
03月 SSK杯春季大会 一回戦 ○2-0船橋Ｂ,●2-4成田 千葉市Ａ 成田 船橋Ａ

優勝(A) ○4-1小美玉,○4-2小美玉 ○5-2牛久,●4-6友部 ○9-3竜ヶ崎
一回戦(B) △0-0神栖,○6-4日立南

09月 SSK杯秋季大会 二回戦 ○20-1竜ヶ崎 ●3-11千葉市 市川 千葉市 船橋
2011年度(H23年度)
2011 07月 全国選抜大会 二回戦 ○7-3竜ヶ崎 ●6-13船橋 船橋 水戸東 成田

05月 第45回ｻﾞﾊﾞｽ杯全日本選手権 一回戦 ●2-6松戸 千葉市 友部 船橋 八千代
03月 SSK杯春季大会 震災のため中止

2011 11月 第36回茨城県大会 ひたちなかＡ 竜ヶ崎

ひたちなかリトルリーグ


