
第21回 第22回 第23回 第24回

２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

（Ｈ２９） （Ｈ３０） （R１） （R２） （R３） （R４）

優勝 神戸 神戸 神戸 － 芦屋GT

2 姫路 姫路 三田 甲子園

3 三田 三田 三木 神戸

4 甲子園 甲子園 姫路 姫路

5 阪神 播磨 甲子園 三田

6 芦屋GT 阪神 播磨 阪神

7 伊丹 芦屋GT 阪神 西神

8 北摂 宝塚 芦屋GT 川西

9 宝塚 兵庫 川西 尼崎

10 播磨 北摂 尼崎 播磨

11 兵庫 西神 兵庫 宝塚

12 西神 尼崎 西神 芦屋CS

13 川西 伊丹 宝塚 北摂

14 三木 三木 北摂 兵庫

15 芦屋CS 須磨 伊丹 須磨

16 芦屋還暦 川西 須磨 伊丹

17 尼崎 芦屋還暦 芦屋還暦 三木

18 西宮 芦屋CS 西宮 芦屋還暦

19 須磨 西宮 芦屋CS 西宮

新規
加入

※　2020と2021はコロナの影響でリーグ戦は途中から中止となる。

*201６(H2８)以前は次ページ

2021/11/6
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１／２兵還連　還暦リーグ　歴代順位表(公式戦) 
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第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回

１９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６

（Ｈ９） （Ｈ１０） （Ｈ１１） （Ｈ１２） （Ｈ１３） （Ｈ１４） （Ｈ１５） （Ｈ１６） （Ｈ１７） （Ｈ１８） （Ｈ１９） （Ｈ２０） （Ｈ２１） （Ｈ２２） （Ｈ２３） （Ｈ２４） （Ｈ２５） （Ｈ２６） （Ｈ２７） （Ｈ２８）

優勝 西宮 西宮 西宮 阪神 西宮 芦屋ＧＴ 西宮 阪神 宝塚 阪神 宝塚 宝塚 宝塚 伊丹 播磨 播磨 姫路 阪神 三田 三田

2 阪神 六甲 阪神 西宮 芦屋GT 西宮 阪神 播磨 播磨 宝塚 西宮 阪神 伊丹 宝塚 伊丹 伊丹 阪神 三田 芦屋GT 芦屋GT

3 六甲 阪神 六甲 芦屋GT 阪神 伊丹 宝塚 西宮 西宮 甲子園 伊丹 芦屋GT 川西 西宮 甲子園 姫路 三田 播磨 阪神 阪神

4 芦屋還暦 宝塚 芦屋還暦 伊丹 伊丹 阪神 芦屋GT 宝塚 伊丹 播磨 川西 甲子園 西宮 播磨 宝塚 三田 伊丹 姫路 播磨 播磨

5 芦屋GT 芦屋還暦 芦屋GT 芦屋還暦 宝塚 宝塚 播磨 伊丹 阪神 川西 阪神 三木 播磨 阪神 阪神 甲子園 播磨 伊丹 甲子園 姫路

6 宝塚 芦屋GT 宝塚 宝塚 芦屋還暦 尼崎 尼崎 芦屋GT 芦屋GT 西宮 芦屋GT 播磨 三田 三田 三田 川西 三木 三木 姫路 西神

7 伊丹 六甲 六甲 六甲 伊丹 甲子園 甲子園 伊丹 播磨 西宮 阪神 川西 川西 西宮 川西 川西 芦屋還暦 神戸

8 三田 三田 兵庫 兵庫 尼崎 三木 三田 三木 川西 芦屋GT 三木 三木 三木 甲子園 芦屋GT 六甲 北摂

9 芦屋還暦 三田 兵庫 尼崎 三木 三田 兵庫 甲子園 甲子園 姫路 阪神 芦屋還暦 甲子園 伊丹 伊丹

10 三田 甲子園 六甲 三田 尼崎 甲子園 伊丹 須磨 芦屋GT 西宮 宝塚 芦屋CS 六甲 三木 川西

11 播磨 六甲 三田 兵庫 芦屋GT 兵庫 三田 兵庫 兵庫 芦屋GT 芦屋還暦 六甲 芦屋還暦 西神 甲子園

12 甲子園 芦屋還暦 芦屋還暦 六甲 兵庫 尼崎 六甲 六甲 須磨 須磨 芦屋GT 兵庫 西神 宝塚 芦屋CS

13 川西 六甲 六甲 須磨 芦屋CS 六甲 尼崎 芦屋CS 西宮 宝塚 川西 尼崎

14 芦屋還暦 芦屋還暦 芦屋還暦 尼崎 三木 芦屋CS 芦屋還暦 尼崎 宝塚 芦屋CS 兵庫 西宮

15 姫路 姫路 姫路 芦屋CS 兵庫 芦屋GT 兵庫 北摂 三木

16 芦屋還暦 尼崎 尼崎 兵庫 六甲 尼崎 北摂 芦屋CS 宝塚

17 芦屋還暦 芦屋還暦 六甲 須磨 西神 須磨 尼崎 芦屋還暦

18 北摂 須磨 西宮 西宮 兵庫

19 北摂 尼崎 須磨 須磨

新規
加入

宝塚
阪神

伊丹 三田
三木
川西

須磨
姫路

芦屋CS 北摂 西神
六甲RFが

神戸RF

に改名

※　１９９７（H9）に「兵還連リーグ」がスタート
※　１９９３（H5）～１９９６（H8）の4年間は：西宮・六甲・芦屋還暦・芦屋GTの４チームで、（兵還連リーグの前身）「関西リーグ」として活動。西宮が４連覇
※　２００９（H21）から、1リーグ制2試合総当たりからオ・イリーグの２リーグ制を採用（同一リーグは2試合、インターリーグは1試合）
※　２０１６(H28)から、1リーグ制に戻し、1試合総当たり方式を採用
※　２０１６（H28）六甲RF→ 神戸RF に改名

尼崎･兵庫

播磨･甲子園

兵還連　還暦リーグ　歴代順位表(公式戦)       一部芦屋還暦野球クラブのサイトより引用　　　　　２／２


