
関東レディースソフトボール大会　栄光の記録

第19回大会までの大会名称は、関東家庭婦人（ママさん）大会です。

回 年 度 開催地 優 勝 準 優 勝
昭和58年度 大宮市 茨城クィーンズ 桐生石島クラブ 松戸ダックス ブルーキャッツ大宮

(1983) (埼玉) (茨城) (群馬) (千葉) (埼玉)
昭和59年度 千葉市 足利マイルドナイン ブルーキャッツ大宮 茨城クィーンズ マミーズ

(1984) (千葉) (栃木) (埼玉) (茨城) (群馬)
昭和60年度 鹿沼市 足利マイルドナイン メッツ 茨城クィーンズ ブルーキャッツ大宮

(1985) (栃木) (栃木) (神奈川) (茨城) (埼玉)
昭和61年度 昭島市 足利マイルドナイン 石島ＳＣ 茨城クィーンズ ミッキーマウス

(1986) (東京) (栃木) (群馬) (茨城) (千葉)
昭和62年度 山梨市 足利マイルドナイン 茨城クィーンズ 暁ソフトボール レモンズ吹上

(1987) (山梨) (栃木) (茨城) (神奈川) (埼玉)
昭和63年度 前橋市 大田原すみれクラブ 坂戸マミーズ 白根体協 追浜フラワーズ

(1988) (群馬) (栃木) (埼玉) (山梨) (神奈川)
平成元年度 鹿沼市 竜王体協ママさん ドルフィン じゃじゃママファイターズ 習志野レディース

(1989) (栃木) (山梨) (東京) (神奈川) (千葉)
平成2年度 浦和市 すみれクラブ 川口クインレンジャー 松戸ダックス リリーズ

(1990) (埼玉) (栃木) (埼玉) (千葉) (茨城)
平成3年度 竜王町 竜王体協ママさん 太田ソフトクラブ 松戸マミーズ 鹿島町下津ヶ丘クラブ

(1991) (山梨) (山梨) (群馬) (千葉) (茨城)
平成4年度 館林市 足利ポピーズ 柏クィーンズ 竜王体協ママさん 坂戸マミーズ

(1992) (群馬) (栃木) (千葉) (山梨) (埼玉)
平成5年度 千葉市 保土ケ谷サワーズ 足利ポピーズ ミッキーマウス ブルーキャッツ大宮

(1993) (千葉) (神奈川) (栃木) (千葉) (埼玉)
平成6年度 北茨城市 ピンクベアーズ 川口クインレンジャー 足利ポピーズ 希望ヶ丘レディース

(1994) (茨城) (茨城) (埼玉) (栃木) (神奈川)
平成7年度 伊勢原市 伊勢原レディース 富士吉田ママさん 多摩フェニックス ミッキーマウス

(1995) (神奈川) (神奈川) (山梨) (東京) (千葉)
平成8年度 葛飾区 旭町グリーンフレンズ 希望ヶ丘レディース 竜王体協 石橋レディース

(1996) (東京) (東京) (神奈川) (山梨) (栃木)
平成9年度 西那須野町 旭町グリーンフレンズ ＳＢＣ ピンクベアーズ 中居レディース

(1997) (栃木) (東京) (神奈川) (山梨) (群馬)
平成10年度 草加市 中居レディース 寒風 ＭＯＭＯ 旭町グリーンフレンズ

(1998) (埼玉) (群馬) (千葉) (茨城) (東京)
平成11年度 甲府市 ピンクベアーズ ウインズ レディース クイッカーズ

(1999) (山梨) (山梨) (東京) (茨城) (神奈川)
平成12年度 富士見村 ケービック中居 グリーンママーズ ピンクベアーズ すみれ

(2000) (群馬) (群馬) (東京) (山梨) (栃木)
平成13年度 市原市 ケービック中居 北本レインボーズ あつぎマジックス01 習志野レディース

(2001) (千葉) (群馬) (埼玉) (神奈川) (千葉)
平成14年度 大洗町 ケービック中居 グリーンママーズ ヴィクトリー朝霞 習志野レディース

(2002) (茨城) (群馬) (東京) (埼玉) (千葉)
平成15年度 日野市 ケービック中居 旭町グリーンフレンズ クィッカーズ 四街道レディース

(2003) (東京) (群馬) (東京) (神奈川) (千葉)
平成16年度 小田原市 ピンクベアーズ グリーンママーズ 松戸１４ すぬうぴいず

(2004) (神奈川) (山梨) (東京) (千葉) (埼玉)
平成17年度 戸田市 ＴＥＡＭホワイトテール クイッカーズ Ｓ・Ｐ・Ｄ 西那須野クラブ

(2005) (埼玉) (埼玉) (神奈川) (群馬) (栃木)
平成18年度 那須塩原市 西那須野クラブ ＳＰＥＥＤ ケービックス ドリームポケット

(2006) (栃木) (栃木) (埼玉) (群馬) (千葉)
平成19年度 甲斐市 西那須野クラブ ＴＥＡＭホワイトテール Ｓ・Ｐ・Ｄ 四街道レディース

(2007) (山梨) (栃木) (埼玉) (群馬) (千葉)
平成20年度 伊勢崎市 ケービックス Ｂｉｇ Ｂｌａｓｔ 美野里ビサイレンツ ＴＥＡＭホワイトテール

(2008) (群馬) (群馬) (栃木) (茨城) (埼玉)
平成21年度 市原市 ケービックス 西那須野クラブ ＳＢＣ 美野里ビサイレンツ

(2009) (千葉) (群馬) (栃木) (神奈川) (茨城)
平成22年度 東海村 大幸エンジェルス Ｂｉｇ Ｂｌａｓｔ 松戸１４ ＧＴＭ

(2010) (茨城) (群馬) (栃木) (千葉) (千葉)
平成23年度 八王子市 ２チーム優勝 群馬ＯＧＳＣ リリーズ

(2011) (東京) 松戸１４（千葉）、ＴＥＡＭホワイトテール（埼玉） (群馬) (茨城)
平成24年度 相模原市 ケービックス 塩山ブラックローズ Ｂｉｇ　Ｂｌａｓｔ 瀬谷アップシューズ

(2012) (神奈川) (群馬) (山梨) (栃木) (神奈川)
平成25年度 北本市 朝霞台中央総合病院Victory シリウス 旭町グリーンフレンズ Ｌｉｖｒ＠太田

(2013) (埼玉) (埼玉) (神奈川) (東京) (群馬)
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