
回 年 開催地 優勝 準優勝
平成2年 山梨県 高風クラブ 三愛ヤンガース ウインギス （茨城県）
(1990) 甲府市 （東京都） （山梨県） 元町クラブ （神奈川県）

平成3年 埼玉県 睦クラブ 甲府タイムリーズ 川口ドジャーズ （埼玉県）
(1991) 飯能市 （東京都） （山梨県） 原町ファイターズ （群馬県）
平成4年 栃木県 甲府フレッシャーズ 高風クラブ 久喜サーティーズ （埼玉県）
(1992) 大田原市 （山梨県） （東京都） 瀬郷ハッピーズ （神奈川県）

平成5年 茨城県 ＊大会中止
(1993) 八千代市
平成6年 茨城県 睦クラブ 木暮ファミリーズ 甲府フレッシャーズ （山梨県）
(1994) 那珂町 （東京都） （群馬県） 東海フレンド （茨城県）
平成7年 栃木県 高風クラブ レッドソックス 稲毛JETS （千葉県）
(1995) 宇都宮市 （東京都） （山梨県） 横須賀モンキーズ （神奈川県）

平成8年 栃木県 ドックス 草加木曜会 西久保モンキーズ （茨城県）
(1996) 宇都宮市 （山梨県） （埼玉県） 高風クラブ （東京都）
平成9年 千葉県 木暮ファミリーズ レッドソックス 庄和クラブ （埼玉県）
(1997) 浦安市 （群馬県） （山梨県） 高風クラブ （東京都）
平成10年 東京都 木暮ファミリーズ 竜王体協一般男子 日立大みかクラブ （茨城県）
(1998) 瑞穂町 （群馬県） （山梨県） あすなろ （栃木県）
平成11年 神奈川県 KIGUREﾌｧﾐﾘｰｽﾞ アスレチックス 東海フレンド （茨城県）
(1999) 厚木市 （群馬県） （埼玉県） 高根澤クラブ （栃木県）
平成12年 東京都 KIGUREﾌｧﾐﾘｰｽﾞ 川崎下野毛キングス サンデーズ （埼玉県）
(2000) 三鷹市 （群馬県） （神奈川県） 取手市戸頭ヤンガース （茨城県）
平成13年 栃木県 通研クラブ KIGUREﾌｧﾐﾘｰｽﾞ 取手市戸頭ヤンガース （茨城県）
(2001) 宇都宮市 （東京都） （群馬県） 鰍沢ショッカーズ （山梨県）
平成14年 埼玉県 取手インディアンズ 東京理科大クラブ 筑波ソフトボールクラブ （東京都）
(2002) 戸田市 （茨城県） （千葉県） 南部ホワイトソックス （山梨県）
平成15年 群馬県 東京アスリートクラブ だるまクラブ 千葉クラブ （千葉県）
(2003) 太田市 （東京都） （神奈川県） 日立大みかクラブ （茨城県）
平成16年 茨城県 太田市市役所クラブ DAIMAJIN 新田クラブ （埼玉県）
(2004) （群馬県） （神奈川県） 山梨ポロＳ・Ｃ （山梨県）
平成17年 千葉県 MSC相模原 千葉クラブ 日立大みかクラブ （茨城県）
(2005) 野田市 （神奈川県） （千葉県） KIGUREﾌｧﾐﾘｰｽﾞ （群馬県）
平成18年 山梨県 山梨ポピンズ 栃木クラブ 開成分中ソフト （茨城県）
(2006) 長坂町 （山梨県） （栃木県） 四街道クラブ （千葉県）
平成19年 神奈川県 筑波ソフトボールクラブ（東京都）、小山PHOENIX（栃木県） 4チーム
(2007) 厚木市 日立大みかクラブ（茨城県）、甲斐体協一般男子竜王（山梨県） 優勝
平成20年 東京都 東京アスリートクラブ 太田市役所クラブ 田沼ブラックス （栃木県）
(2008) 日の出町 （東京都） （群馬県） 甲斐体協一般男子竜王 （山梨県）
平成21年 栃木県 甲斐ソフトボールクラブ ＤＡＩＷＡクラブ だるまクラブ （神奈川県）

(2009) 宇都宮市 （山梨県） （埼玉県） 全力少年ファイナル （埼玉県）
平成22年 埼玉県 アストロソフトボールクラブ こだまクラブ 開成分中ソフト （茨城県）
(2010) 入間市 （山梨県） （埼玉県） 武蔵中山台ソフトボールクラブ （神奈川県）

平成23年 群馬県 松戸Ｋｓクラブ 横瀬クラブ 高風クラブ （東京都）
(2011) 高崎市 （千葉県） （埼玉県） 栃木クラブ （栃木県）
平成24年 茨城県 甲斐ソフトボールクラブ ＹＡＭＡＴＯ 高風クラブ （東京都）
(2012) 常陸大宮市 （山梨県） （神奈川県） ＳＣ三郷 （埼玉県）
平成25年 千葉県 山梨クラブ 松戸Ｋｓクラブ ドルフィンズ （埼玉県）
(2013) 千葉市 （山梨県） （千葉県） 取手インディアンズ （茨城県）
平成26年 山梨県 四街道クラブ 山梨クラブ シェイプ （群馬県）
(2014) 笛吹市 （千葉県） （山梨県） 相模クラブ （神奈川県）

平成27年 神奈川県 四街道スターズ 厚木クラブ 甲斐Ｓ・Ｂ・Ｃ （山梨県）
(2015) 相模原市 （千葉県） （神奈川県） 睦クラブ （東京都）
平成28年 東京都 ＷＡＫＥＮＡＫＡ （茨城県）
(2016) 大田区 高風クラブ （東京都）
平成29年 山梨県 アストロソフトボールクラブ 国立印刷局ソフトボールクラブ 高風クラブ （東京都）
(2017) 北杜市 （山梨県） （神奈川県） 四街道スターズ （千葉県）
平成30年 群馬県 アストロ 厚木クラブ 日立大みかクラブ （茨城県）
(2018) 高崎市 （山梨県） （神奈川県） 松戸ＫＳクラブ （千葉県）
令和1年 千葉県 松戸Ｋｓクラブ ミラクルズ シェイプ （群馬県）
(2019) 千葉市 （千葉県） （山梨県） ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ （埼玉県）
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