
令和3年度 第55回 長尾南レッドホークス （宝塚） 池田ウイングス （池田） 山田西リトルウルフＡ （吹田東部） 池田ウイングス （池田）

令和2年度 第54回 ジュニアコンドルス （城東） 吹田ニューヤング （吹田西部） 池田ウイングス （池田） 姫島タイガース （西淀川）

令和1年度 第53回 千里丘イーグルス （吹田東部） 佐井寺クラブ （吹田東部） 池田ウイングス （池田） 長尾南レッドホークス （宝塚）

平成30年度 第52回 佃ホワイトスターズ （西淀川） 御津少年軟式野球クラブ （岡山） 大阪クーガース （城東） 箕面モンキーズ （箕面）

平成29年度 第51回 鴫野パイオニア （城東） 千里丘イーグルス （吹田東部） 城東コスモボーイズ （城東） 池田レッドアーミー （池田）

平成28年度 第50回 吹田ＴＮ （吹田西部） 鴫野パイオニア （城東） 池田ウイングス （池田） 城東ファイターズ （城東）

平成27年度 第49回 ジュニアコンドルス （城東） 池田ウイングス （池田） 池田ウイングス （池田） 城東コスモボーイズ （城東）

平成26年度 第48回 西南少年野球団ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰｽ （箕面） 佃ホワイトスターズ （西淀川） 池田レッドアーミー （池田） ジュニアコンドルス （城東）

平成25年度 第47回 長尾南レッドホークス （宝塚） 吹田クープス （吹田東部） スターエース （枚方） 箕面モンキーズ （箕面）

平成24年度 第46回 城東ジャガース （城東） すみれガ丘スターズ （宝塚） 鴫野パイオニア （城東） 箕面ジュニアーズ （箕面）

平成23年度 第45回 姫島タイガース （西淀川） 箕面ジュニアーズ （箕面） 大阪クーガース （城東） 佃ホワイトスターズ （西淀川）

平成22年度 第44回 ジュニアコンドルス （城東） 池田ウイングス （池田） 池田レッドアーミー （池田） 箕面ジュニアーズ （箕面）

平成21年度 第43回 箕面モンキーズ （箕面） 池田ウイングス （池田） 塚本ニューバンブー （西淀川） 池田Ａ・Ｇ （池田）

平成20年度 第42回 池田レッドアーミー （池田） 東能勢ファイターズ （豊能） 御津少年軟式野球クラブ （岡山） 池田レッドアーミー （池田）

平成19年度 第41回 長尾南レッドホークス （宝塚） 千里新田ファイターズ （吹田西部） 大阪クーガース （城東） 千鳥橋コンバッツ （此花）

平成18年度 第40回 城東パンサーズ （城東） 佃ホワイトスターズ （西淀川） 東中浜ジャイアンツ （城東） 鴫野パイオニア （城東）

平成17年度 第39回 城東コスモボーイズ （城東） 池田五月ローレルス （池田） 城東パンサーズ （城東） 山田スワローズ （吹田東部）

平成16年度 第38回 南千里ジャガーズ （吹田東部） 香簑ジュニアキング （西淀川） 山田スワローズ （吹田東部） 摂津ホワイトオリオンズ （摂津）

平成15年度 第37回 古市スカイラブ （城東） 東大阪レッドボーイズ （東大阪） 香簑ジュニアキング （西淀川） 長尾南レッドホークス （宝塚）

平成14年度 第36回 山田スワローズ （吹田東部） 古市スカイラブ （城東） オール今福ジャガーズ （城東） ジュニアコンドルス （城東）

平成13年度 第35回 山田西リトルウルフ （吹田東部） 古市スカイラブ （城東） 東大阪レッドボーイズ （東大阪） オール今福ジャガーズ （城東）

平成12年度 第34回 城東ジャガーズ （城東） 吹田クープス （吹田東部） 香簑ジュニアキング （西淀川） 東井高野シャドーズ （東淀川）

平成11年度 第33回 山田西リトルウルフ （吹田東部） オール今福ジャガーズ （城東） 柏里ドジャース （西淀川） 山田スワローズ （吹田東部）

平成10年度 第32回 南吹田少年野球倶楽部 （吹田西部） ジャガーズ少年野球部 （枚方） 佃ホワイトスターズ （西淀川） 香簑ジュニアキング （西淀川）

平成9年度 第31回 ジュニアコンドルス （城東） 姫島タイガース （西淀川） 鴫野パイオニア （城東） 吹田ニューヤング （吹田西部）

平成8年度 第30回 山田西リトルウルフ （吹田東部） 香簑ジュニアキング （西淀川） 鴫野パイオニア （城東） 香簑ジュニアキング （西淀川）

平成7年度 第29回 南吹田少年野球倶楽部 （吹田西部） 香簑ジュニアキング （西淀川） 吹田ニューヤング （吹田西部） 城東パンサーズ （城東）

平成6年度 第28回 光風台キングブレーブス （豊能） 城東パンサーズ （城東） 箕面モンキーズ （箕面） 東大阪レッドボーイズ （東大阪）

平成5年度 第27回 南吹田少年野球倶楽部 （吹田西部） 大阪クーガース （城東） 光風台キングブレーブス （豊能） 城東パンサーズ （城東）

平成4年度 第26回 南吹田少年野球倶楽部 （吹田西部） 吹田ニューヤング （吹田西部） 鴫野パイオニア （城東） 河内長野青葉 （河内長野）

平成3年度 第25回 吹田ニューヤング （吹田西部） 東大阪レッドボーイズ （東大阪） 光風台キングブレーブス （豊能） 池田イーグルス （池田）

平成2年度 第24回 豊新フレンズ （東淀川） 山田スワローズ （吹田東部） 吹田ニューヤング （吹田西部） 光風台キングブレーブス （豊能）

平成元年度 第23回 吹田ニューヤング （吹田西部） 鴫野パイオニア （城東） ジュニアコンドルス （城東） 神田フレンド （池田）

昭和63年度 第22回 城東パンサーズ （城東） 鴫野パイオニア （城東） 鴫野パイオニア （城東） 吹田クープス （吹田東部）

昭和62年度 第21回 門真レッドスターズ （門真） 吹田少年野球クラブ （吹田） 石橋ブレーブス （池田） 河内長野若葉 （河内長野）

昭和61年度 第20回 吹田ニューヤング （吹田西部） 宝塚ジュニアホークス （宝塚） 城東パンサーズ （城東） 南吹田少年野球倶楽部 （吹田西部）

昭和60年度 第19回 吹田ニューヤング （吹田西部） 門真アローズ野球部 （門真） 吹田ニューヤング （吹田西部） 吹田クープス （吹田東部）

昭和59年度 第18回 吹田ニューヤング （吹田西部） 城東ジュニアコンドルス （城東） 吹田ニューヤング （吹田西部） 池田ジャガーズ （池田）

昭和58年度 第17回 吹田ニューヤング （吹田西部） 豊中庄内ゼッツ （豊中） 吹田ヤンチャーズ （吹田西部） 池田レッドアーミー （池田）

昭和57年度 第16回 京阪タイガース （寝屋川） 東粉浜ジャガーズ （住吉） 柱本少年野球スポーツ団 （高槻） 美座フレンズ （宝塚）
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