
２００６ジャイアンツカップ　全国少年野球大会

1 和歌山打田ヤング（和歌山県）1 和歌山打田ヤング（和歌山県）

2 春日井ボーイズ（愛知県）2 春日井ボーイズ（愛知県）

3 竜ヶ崎リトルシニア（茨城県）3 竜ヶ崎リトルシニア（茨城県）

4 四日市トップエースボーイズ（三重県）4 四日市トップエースボーイズ（三重県）

5 草津リトルシニア（滋賀県）5 草津リトルシニア（滋賀県）

6 札幌ポニーロイヤルズ（北海道）6 札幌ポニーロイヤルズ（北海道）

7 札幌北リトルシニア（北海道）7 札幌北リトルシニア（北海道）

8 市原ボーイズ（千葉県）8 市原ボーイズ（千葉県）

9 泉佐野リトルシニア（大阪府）9 泉佐野リトルシニア（大阪府）

10 久留米ペトリオッズジャパン（福岡県）10 久留米ペトリオッズジャパン（福岡県）

11 青葉緑東リトルシニア（神奈川県）11 青葉緑東リトルシニア（神奈川県）

12 大津瀬田レイカーズボーイズ（滋賀県）12 大津瀬田レイカーズボーイズ（滋賀県）

13 富士リトルシニア（静岡県）13 富士リトルシニア（静岡県）

14 高崎ボーイズ（群馬県）14 高崎ボーイズ（群馬県）

15 サン苫小牧クラブ（北海道）15 サン苫小牧クラブ（北海道）

16 武蔵狭山ボーイズ（埼玉県）16 武蔵狭山ボーイズ（埼玉県）

17 鳥栖リトルシニア（佐賀県）17 鳥栖リトルシニア（佐賀県）

18 広島ジャガーズボーイズ（広島県）18 広島ジャガーズボーイズ（広島県）

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 清瀬ポニーロングコックス（東京都）20 清瀬ポニーロングコックス（東京都）

21 ヤング府中広島２０００（広島県）21 ヤング府中広島２０００（広島県）

22 宇佐ボーイズ（大分県）22 宇佐ボーイズ（大分県）

31 佐倉リトルシニア（千葉県）31 佐倉リトルシニア（千葉県）

32 大阪東淀川ボーイズ（大阪府）32 大阪東淀川ボーイズ（大阪府）

29 フレッシュ川内スラッガーズ（鹿児島県）29 フレッシュ川内スラッガーズ（鹿児島県）

30 藤井寺ボーイズ（大阪府）30 藤井寺ボーイズ（大阪府）

27 新潟リトルシニア（新潟県）27 新潟リトルシニア（新潟県）

28 鹿児島スワローズボーイズ（鹿児島県）28 鹿児島スワローズボーイズ（鹿児島県）

25 高岡リトルシニア（富山県）25 高岡リトルシニア（富山県）

26 石川ポニーズ（沖縄県）26 石川ポニーズ（沖縄県）

23 東北リトルシニア（宮城県）23 東北リトルシニア（宮城県）

24 宝塚ボーイズ（兵庫県）24 宝塚ボーイズ（兵庫県）
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