
回数 年度 開 催 地 優　　勝 準 優 勝

平成３年 埼玉県 厚木クラブ 藤田カンファトリーズ 三尻ヤングライオンズ (埼玉)

1991 本庄市 (神奈川) (埼玉) 籠原Ｊｒフェニックス (埼玉)

平成４年 埼玉県 厚木クラブ みそらスカイヤーズ 矢西ビクトリー (東京)

1992 春日部市 (神奈川) (千葉) 拾六間ファイターズ (埼玉)

平成５年 埼玉県 久留和子供会 矢西ビクトリー 柿沼第一リトルエース (埼玉)

1993 狭山市 (神奈川) (東京) 前橋ＳＢスポ少年 (茨城)

平成６年 埼玉県 厚木クラブ 新宿ファイターズ ③八街道四区むつみ会 (千葉)

1994 本庄市 (神奈川) (東京) ④中里ＳＢスポーツ少年団 (茨城)

平成７年 栃木県 長坂アトムズ 厚木クラブ 奈良クラブ (埼玉)

1995 田沼町 (神奈川) (神奈川) 多摩川バニーズ (東京)

平成８年 栃木県 厚木クラブ 西　　湖 わらびが丘ソフト部 (埼玉)

1996 黒羽町 (神奈川) (神奈川) 雀の宮ファイターズ (埼玉)

平成９年 東京都 横須賀 厚木クラブ 八街道桜ヶ丘ファイターズ (千葉)

1997 大田区 (神奈川) (神奈川) 矢東イレブン (東京)

平成１０年 茨城県 横須賀 金沢スターズ 山王スターズ (東京)

1998 ひたちなか市 (神奈川) (神奈川) 奈良クラブ (埼玉)

平成１１年 埼玉県 西　　湖 ＧＩＮＺＡ 馬込小 (東京)

1999 白岡町 (神奈川) (埼玉) 相模台 (千葉)

平成１２年 山梨県 横須賀 厚木クラブ 菅谷ソフトボール (茨城)

2000 塩山市 (神奈川) (神奈川) 奈良クラブ (埼玉)

平成１３年 群馬県 横須賀 矢東イレブン 市毛ソフトボールスポーツ少年団 (茨城)

2001 前橋市 (神奈川) (東京) 高崎北ソフトボールクラブ (群馬)

平成１４年 千葉県 横須賀 嶺小フェニックス 大総ＳＢＣ (千葉)

2002 東金市 (神奈川) (東京) 中央小ソフト (千葉)

平成１５年 神奈川県 厚木クラブ 嶺小フェニックス 佐野ソフトボールスポ少 (茨城)

2003 小田原市 (神奈川) (東京) 高崎南小ソフトボールクラブ (群馬)

平成１６年 栃木県 厚木クラブ 金沢スターズ 籠原ジュニアフェニックス (埼玉)

2004 西那須野町 (神奈川) (神奈川) 中央小ソフト (千葉)

平成１７年 東京都 厚木クラブ 西　　湖 籠原ジュニアフェニックス (埼玉)

2005 あきる野市 (神奈川) (神奈川) わらびーず (千葉)

平成１８年 茨城県 西　　湖 久下ドルフィンズ 矢東イレブン (東京)

2006 ひたちなか市 (神奈川) (埼玉) 八千代クラブ (群馬)

平成１９年 埼玉県 横須賀 久下ドルフィンズ 四街道中央小ソフト (千葉)

2007 北本市 (神奈川) (埼玉) 入四ランナーズ (東京)

平成２０年 山梨県 横須賀 矢口イーグル 外野ソフトボールスポーツ少年団 (茨城)

2008 甲府市 (神奈川) (東京) 勝浦ドリームス (千葉)

平成２１年 群馬県 佐野ウイングソフトボールクラブ (群馬)

2009 渋川市 八千代クラブ (群馬)

平成２２年 千葉県 横須賀 豊浜ＳＢＣ 大穴ＪＳＣソフトボールクラブ (千葉)

2010 船橋市 (神奈川) (千葉) 佐野ウインズソフトボールクラブ (群馬)

平成２３年 神奈川県 原谷育成会 (埼玉)

2011 小田原市 菅谷ソフトボールスポーツ少年団 (茨城)

平成２４年 栃木県 横須賀 小金ＳＢＣ 八千代ジャガーズ (群馬)

2012 那須塩原市 (神奈川) (千葉) 佐野ソフトボールスポーツ少年団 (茨城)

平成２５年 東京都 横須賀 松戸ＪＳＬグリーンレイズ 山梨ソフトボールクラブ (山梨)

2013 葛飾区 (神奈川) (千葉) 亀有ファイターズ (東京)

平成２６年 茨城県 港北スターズ 四街道ソフトボールクラブ かすみがうらライオンズ (茨城)

2014 ひたちなか市 (神奈川) (千葉) 佐野ソフトボールスポーツ少年団 (栃木)

平成２７年 埼玉県 金沢スターズ 松戸ＪＳＬブルーレイズ 甲斐体協ジュニアソフトボールクラブ (山梨)

2015 さいたま市 (神奈川) (千葉) 東石川ソフトボールスポーツ少年団 (茨城)
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関東ソフトボール協会記録委員会
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回数 年度 開 催 地 優　　勝 準 優 勝

平成３年 埼玉県 犬伏見クラブ 湘南少女ソフトボール部 東松山少女ソフトボールクラブ (埼玉)

1991 本庄市 (栃木) (神奈川) 宝泉プリティーズ (群馬)

平成４年 埼玉県 田沼クラブ 北本クラブ 上北小ソフトボール部 (東京)

1992 春日部市 (栃木) (埼玉) 湘南少女ソフトボール部 (神奈川)

平成５年 埼玉県 宝泉プリティーズ 田沼クラブ 北本クラブ (埼玉)

1993 狭山市 (群馬) (栃木) 石神井小ソフトクラブ (茨城)

平成６年 埼玉県 犬伏見ソフトクラブ コンパニオンズ ③東松山少女スポ少 (埼玉)

1994 本庄市 (栃木) (神奈川) ④鹿骨東フラワーズ (東京)

平成７年 栃木県 坂本少女クラブ 豊北クラブ 黒田原クラブ (栃木)

1995 田沼町 (栃木) (栃木) 白岡選抜ソフト (埼玉)

平成８年 栃木県 薮塚チェリーズ 奥澤ヴィーナス ファミリージュニア (神奈川)

1996 黒羽町 (群馬) (栃木) オール新宿 (東京)

平成９年 東京都 壬生東クラブ 中丸少女ソフトＢＣ 新宿ファイターズ (東京)

1997 大田区 (栃木) (埼玉) 大井町リトルスターズ (神奈川)

平成１０年 茨城県 強戸キャッツ 白岡ソフトクラブ エンゼルス (東京)

1998 ひたちなか市 (群馬) (埼玉) コンパニオンズ (神奈川)

平成１１年 埼玉県 白岡ソフトクラブ ＭＳＣラブリー 北本東小少女ＳＢＣ (埼玉)

1999 白岡町 (埼玉) (群馬) 城西スポーツ少年団ソフト部 (茨城)

平成１２年 山梨県 佐野界クラブ 北本中丸サカエＳＢ 里見ブルーファイターズ (群馬)

2000 塩山市 (栃木) (埼玉) 白岡ソフトクラブ (埼玉)

平成１３年 群馬県 横須賀女子ソフト 強戸キャッツ 白岡ソフトクラブ (埼玉)

2001 前橋市 (神奈川) (群馬) 袖ヶ浦秋津ボーイズ女子部 (千葉)

平成１４年 千葉県 岡本スポーツ少年団女子ソフト部 薮塚チェリーズ 中丸東小少女ソフトＢＣ (埼玉)

2002 東金市 (栃木) (群馬) 横須賀女子ソフト (神奈川)

平成１５年 神奈川県 横須賀女子ソフト 槻沢ソフトボールクラブ ＭＳＣラブリー (群馬)

2003 小田原市 (神奈川) (栃木) 水富セネターズ (埼玉)

平成１６年 栃木県 磯部プリティーガールズ 川口エンジェルス 横須賀女子ソフト (神奈川)

2004 西那須野町 (群馬) (埼玉) 三島クラブ (栃木)

平成１７年 東京都 矢東イレブンズ 横須賀女子ソフト 中丸サカエソフトクラブ (埼玉)

2005 あきる野市 (東京) (神奈川) 宝泉プリティーズ (群馬)

平成１８年 茨城県 宝泉プリティーズ 奥戸青空 大和ホワイトガールズ (神奈川)

2006 ひたちなか市 (群馬) (東京) 常盤スポーツ少年団 (埼玉)

平成１９年 埼玉県 西那須野東クラブ 横須賀女子ソフト 三鷹ゼファー (東京)

2007 北本市 (栃木) (神奈川) 増穂ソフトボールスポ少 (山梨)

平成２０年 山梨県 芦野クラブ 鶴ヶ島レッドファイターズ 矢西ビクトリー (東京)

2008 甲府市 (栃木) (埼玉) 薮塚チェリーズ (群馬)

平成２１年 群馬県 横須賀女子ソフト (神奈川)

2009 渋川市 ひたちなか市ソフトボール少年団 (茨城)

平成２２年 千葉県 大原間ＳＢＣ 相模原フラワーズ 袖ヶ浦秋津ボーイズ女子部 (千葉)

2010 船橋市 (栃木) (神奈川) 江戸川ＳＣ (東京)

平成２３年 神奈川県 塩山ビーバーズ (山梨)

2011 小田原市 藪塚チェリーズ (群馬)

平成２４年 栃木県 横須賀女子 鶴ヶ島レッドファイターズ フェニックススポーツ少年団 (茨城)

2012 那須塩原市 (神奈川) (埼玉) いすみの市ミルキーエンジェルズ (千葉)

平成２５年 東京都 大和ホワイトガールズ 駒形クイーンズ 奥戸青空 (東京)

2013 葛飾区 (神奈川) (群馬) 犬伏東ソフトクラブ (神奈川)

平成２６年 茨城県 馬頭ウィンズ 足立レインボーガールズ 強戸キャッツ (群馬)

2014 ひたちなか市 (栃木) (東京) フェニックススポーツ少年団 (茨城)

平成２７年 埼玉県 横須賀女子 薄葉クラブ 安中リトルメッツ (群馬)

2015 さいたま市 (神奈川) (栃木) 山梨ソフトボールクラブ (山梨)

平成２８年

2016

関東ソフトボール協会記録委員会
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＊雨天により決勝戦中止、２チームが優勝

埼玉ソフトボールクラブ（栃木）／横須賀女子（神奈川）
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塩谷ブルースターズ（栃木）／鶴ヶ島レッドファイターズ（埼玉）
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