
２００５ジャイアンツカップ　全国少年野球大会

1 市川ポニー（千葉県）1 市川ポニー（千葉県）

2 京都田辺ボーイズ（京都府）2 京都田辺ボーイズ（京都府）

3 高石リトルシニア（大阪府）3 高石リトルシニア（大阪府）

4 久留米ボーイズジャパン（福岡県）4 久留米ボーイズジャパン（福岡県）

5 和歌山打田ヤング（和歌山県）5 和歌山打田ヤング（和歌山県）

6 札幌北リトルシニア（北海道）6 札幌北リトルシニア（北海道）

7 ﾌﾚｯｼｭ鹿児島ｼﾞｬｲｱﾝﾂ（鹿児島県）7 ﾌﾚｯｼｭ鹿児島ｼﾞｬｲｱﾝﾂ（鹿児島県）

8 サン江別ドリームス（北海道）8 サン江別ドリームス（北海道）

9 相双中央リトルシニア（福島県）9 相双中央リトルシニア（福島県）

10 橿原コンドルボーイズ（奈良県）10 橿原コンドルボーイズ（奈良県）

11 松本南リトルシニア（長野県）11 松本南リトルシニア（長野県）

12 堺ビッグボーイズ（大阪府）12 堺ビッグボーイズ（大阪府）

13 札幌東ﾎﾟﾆｰﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙクラブ（北海道）13 札幌東ﾎﾟﾆｰﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙクラブ（北海道）

14 鹿児島ｽﾜﾛｰｽﾞﾎﾞｰｲｽﾞ（鹿児島県）14 鹿児島ｽﾜﾛｰｽﾞﾎﾞｰｲｽﾞ（鹿児島県）

15 浦安リトルシニア（千葉県）15 浦安リトルシニア（千葉県）

16 総社ボーイズ（岡山県）16 総社ボーイズ（岡山県）

17 調布リトルシニア（東京都）17 調布リトルシニア（東京都）

18 四日市トップエースボーイズ（三重県）18 四日市トップエースボーイズ（三重県）

19 武蔵府中リトルシニア（東京都）19 武蔵府中リトルシニア（東京都）

20 愛知知多ボーイズ（愛知県）20 愛知知多ボーイズ（愛知県）

21 福岡城南リトルシニア（福岡県）21 福岡城南リトルシニア（福岡県）

22 流山ボーイズ（千葉県）22 流山ボーイズ（千葉県）

31 宜野湾ポニーズ（沖縄県）31 宜野湾ポニーズ（沖縄県）

32 城南ドリームボーイズ（東京都）32 城南ドリームボーイズ（東京都）

29 中本牧リトルシニア（神奈川県）29 中本牧リトルシニア（神奈川県）

30 兵庫尼崎ボーイズ（兵庫県）30 兵庫尼崎ボーイズ（兵庫県）

27 静岡裾野リトルシニア（静岡県）27 静岡裾野リトルシニア（静岡県）

28 大野城ホークスボーイズ（福岡県）28 大野城ホークスボーイズ（福岡県）

25 愛知西リトルシニア（愛知県）25 愛知西リトルシニア（愛知県）

26 武蔵狭山ボーイズ（埼玉県）26 武蔵狭山ボーイズ（埼玉県）

23 三田リトルシニア（兵庫県）23 三田リトルシニア（兵庫県）

24 兵庫飾磨ヤング（兵庫県）24 兵庫飾磨ヤング（兵庫県）
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