
関東エルダーソフトボール大会　栄光の軌道

回数 年度 会場 優勝 準優勝 第３位

平成４年度 坂戸市 プリティババーズ やまゆりクラブ 町田レディース（東京）

（１９９２） （埼玉） （埼玉） （神奈川） 千葉マリーンズ（千葉）

平成５年度 坂戸市 プリティババーズ ちばマリーンズ やまゆりクラブ（神奈川）

（１９９３） （埼玉） （埼玉） （千葉） 町田レディース（東京）

平成６年度 厚木市 プリティババーズ 厚木クラブ ちばマリーンズ（千葉）

（１９９４） （神奈川） （埼玉） （神奈川） 昭和ビクトリーズ（群馬）

平成７年度 厚木市 ちばマリーンズ プリティババーズ やまゆりクラブ（神奈川）

（１９９５） （神奈川） （千葉） （埼玉） ＭＶＰ・青梅（東京）

平成８年度 大田原市 やまゆりクラブ プリティババーズ 昭和ビクトリーズ（群馬）

（１９９６） （栃木） （神奈川） （埼玉） ちばマリーンズ（千葉）

平成９年度 成田市 ちばマリーンズ やまゆりクラブ 下津ヶ丘クラブ（茨城）

（１９９７） （千葉） （千葉） （神奈川） 中巨摩エルダー（山梨）

平成１０年度 厚木市 勝田レンボーズ やまゆりクラブ プリティーズ（埼玉）

（１９９８） （神奈川） （茨城） （神奈川） 中巨摩エルダー（山梨）

平成１１年度 渋川市 すみれクラブ 市原Ｍファイターズ グローバーズ（東京）

（１９９９） （群馬） （栃木） （千葉） 中巨摩エルダー（山梨）

平成１２年度 大田区 多摩フェニックス 浦安レディース 中巨摩エルダー（山梨）

（２０００） （東京） （東京） （千葉） すみれクラブ（栃木）

平成１３年度 大子町 　　浦安レディース（千葉） 　降雨のため 竜王体協エルダー（山梨）

（２００１） （茨城） 　　ＧＯＵＰ（ｸﾞｰ）（茨城）　　 双方優勝 すみれ（栃木）

平成１４年度 白岡町 北本ランナーウェズ やまゆりクラブ グリンティー（千葉）

（２００２） （埼玉） （埼玉） （神奈川） 竜王体協エルダー（山梨）

平成１５年度 船橋市 ハスキーズ やまゆりクラブ 新里ファイターズ（群馬）

（２００３） （千葉） （山梨） （神奈川） 三郷ピュアーズ（埼玉）

平成１６年度 甲斐市 ハスキーズ 川口ハーモニー やまゆりクラブ（神奈川）

（２００４） （山梨） （山梨） （埼玉） 新郷ファイターズ（群馬）

平成１７年度 小山市 ハスキーズ ニューフレンズ やまゆりクラブ（神奈川）

（２００５） （栃木） （山梨） （埼玉） パワーズ（千葉）

平成１８年度 厚木市 ハスキーズ すみれクラブ パワーズ（千葉）

（２００６） （神奈川） （山梨） （栃木） 多摩フェニックス（東京）

平成１９年度 高崎市 　　ハスキーズ（山梨）　　　　降雨のため 旭町グリーンフレンズ（東京）

（２００７） （群馬） 　　やまゆりクラブ（神奈川）　双方優勝 ＯＧＳＣ（群馬）

平成２０年度 稲城市 やまゆりクラブ 足立シャーク 甲斐体協ドリーム（山梨）

（２００８） （東京） （神奈川） （東京） すみれ（栃木）

平成２１年度 桜川市 すてっぱーず かもめ サンライズ（山梨）

（２００９） （茨城） （千葉） （神奈川） 旭町グリーンフレンズ（東京）

平成２２年度 那須塩原市 　　佐野ベリーズ（栃木）　　　降雨のため 旭町グリーンフレンズ（東京）

（２０１０） （栃木） 　　かもめ（神奈川）　　　　 　双方優勝 フジミファイターズ（群馬）

平成２３年度 市川市 佐野ベリーズ かもめ 川口スターズ(埼玉）

（２０１１） （千葉） (栃木) (神奈川) 松戸ＫＧＢ(千葉)
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回数 年度 会場 優勝 準優勝 第３位

平成９年度 成田市 ＴＯＫＩＯ 千葉マリーンズシニア ※参加２チーム

１９９７ 千葉 東京 千葉

平成１０年度 厚木市 エルデスト埼玉 リリー神奈川 ＴＯＫＩＯ（東京）

１９９８ 神奈川 埼玉 神奈川

平成１１年度 渋川市 ワンダフル山梨 ＴＯＫＩＯ 千葉マリーンズ（千葉）

１９９９ 群馬 山梨 東京

平成１２年度 大田区 上尾フラワーズ ＴＯＫＩＯ つつじクラブ（群馬）

２０００ 東京 埼玉 東京

平成１３年度 大子町 　　神奈川かもめ（神奈川） 　降雨のため ブラックジャイアンツ（東京）

（２００１） （茨城） 　　つつじクラブ（群馬）　 　　 双方優勝

平成１４年度 白岡町 栃の葉クラブ 多摩レディース ワンダフル山梨（山梨）

２００２ 埼玉 栃木 東京

平成１５年度 船橋市 かもめ 勝田レディース 松戸パラパラ（千葉）

２００３ 千葉 神奈川 茨城

平成１６年度 甲府市 かもめ ウェストレディース ひばりフレンズ（東京）

２００４ 山梨 神奈川 埼玉

平成１７年度 小山市 ﾏｲﾙﾄﾞﾅｲﾝｸﾞﾗﾝﾏﾏ 勝田レンボーズ ウェストレディース（埼玉）

２００５ 栃木 栃木 茨城

平成１８年度 厚木市 足利ﾏｲﾙﾄﾞﾅｲﾝｸﾞﾗﾝﾏﾏ 湘南なでしこ やまゆり（神奈川）

２００６ 神奈川 栃木 神奈川

平成１９年度 高崎市 　　足利ﾏｲﾙﾄﾞﾅｲﾝ（栃木）　　降雨のため オレンジペッパーズ（東京）

（２００７） （群馬） 　　かもめ（神奈川）　　双方優勝

平成２０年度 稲城市 キャンディーズ ニューフレンズ かもめ（神奈川）

（２００８） （東京） （茨城） （埼玉）

平成２１年度 桜川市 Ｂ・Ｂ・Ｇ キャンディーズ 美野里ビサイレンズ（茨城）

（２００９） （茨城） （東京） （茨城）

平成２２年度 那須塩原市 　　やまゆり（神奈川）　　　　降雨のため 多摩レディース（東京）

（２０１０） （栃木） 　　ヒーロー（山梨）　　　　 　双方優勝

平成２３年度 市川市 ワンダフル山梨 やまゆり ウェストレディース（埼玉）

（２０１１） （千葉） (山梨） (神奈川)

平成２４年度 中央市 やまゆり シルバーウイング キャンディーズ

（２０１２） 山梨 神奈川 埼玉 茨城
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