
回数 年度 会場 優勝 準優勝

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 ※参加３チーム（リーグ戦）

１９９８ 神奈川 (埼玉) (神奈川) （東京）

平成１１年度 渋川市 ワンダフル山梨 ＴＯＫＩＯ 千葉マリーンズ ※参加６チーム（リーグ戦）

１９９９ 群馬 (山梨) (東京) （千葉）

平成１２年度 大田区 上尾フラワーズ ＴＯＫＩＯ つつじクラブ 千葉マリーンズ

２０００ 東京 (埼玉) (東京) （群馬） （千葉）

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 リリース

（２００１） （茨城） 　　つつじクラブ（群馬） 双方優勝 （東京） （茨城）

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 神奈川かもめ

２００２ 埼玉 (栃木) (東京) （山梨） （神奈川）

平成１５年度 船橋市 かもめ 勝田レディース 松戸パラパラ 多摩レディース

２００３ 千葉 (神奈川) (茨城) （千葉） （東京）

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 市川ラブラブ

２００４ 山梨 (神奈川) (埼玉) （東京） （千葉）

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 かもめ

２００５ 栃木 (栃木) (茨城) （埼玉） （神奈川）

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 南アルプスチェリーズ

２００６ 神奈川 (栃木) (神奈川) （神奈川） （山梨）

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 松戸パラパラ

（２００７） （群馬） かもめ（神奈川） 双方優勝 （東京） （千葉）

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） 多摩レディース（東京）

（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 ワンダフル山梨

（２００９） （茨城） （東京） （茨城） （茨城） （山梨）

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 川口ハーモニー

（２０１０） （栃木） ヒーロー（山梨） 双方優勝 （東京） （埼玉）

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 クリオネ

（２０１１） （千葉） (山梨） (神奈川) （埼玉） (千葉)

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 ワンダフル山梨

（２０１２） 山梨 （神奈川） 埼玉 （茨城） （山梨）

平成２５年度 春日部市 シルバーウイング（埼玉） 降雨のため ＴＯＫＹＯ　ＢＧ 市川ラブラブ

（２０１３） （埼玉） やまゆり（神奈川） 双方優勝 （東京） （千葉）

平成２６年度 秦野市 横浜マリンズ ヒーロー 川崎オリオンズ ときめき

（２０１４） (神奈川) （神奈川） （山梨） （神奈川） （茨城）

平成２７年度 群馬県 ヒーロー 横浜マリンズ シルバーウイング ときめき

（２０１５） （群馬） （山梨） （神奈川） （埼玉） （茨城）

平成２８年度 瑞穂町 ベリーズ 浦安ＢＢＡ 神奈川ドリームス ぐんま２００２

（２０１６） （東京） (埼玉) (千葉) (神奈川) (群馬)

平成２９年度 ひたちなか市 ときめき 湘南なでしこ 市川ラブラブ ウエストレディース 荒天のため

（２０１７） （茨城） (茨城) (神奈川) (千葉) (埼玉) 4チーム優勝

平成３０年度 松伏町 ニューフレンズ 鎌ヶ谷シャウエッセン 北本リターンズ ときめき

（２０１８） (埼玉) (埼玉) (千葉) (埼玉) (茨城)

令和元年度 北杜市 川崎オリオンズ 市川ラブラブ すみれ ぐんま２００２

（２０１９） (山梨) (神奈川) (千葉) (栃木) (群馬)

令和２年度

（２０２０） （栃木）

令和３年度 高崎市 多摩フェニックス 浦安ＢＢＡ Ｒｅ☆Ｓｈｉｎｅ ぐんま２００２

（２０２１） (群馬) (東京) (千葉) (群馬) (群馬)

平成４年度 小田原 Ａｌｗａｙｓ 甘々むすめ。 東京TOKIO 市川ラブラブ

（２０２２） (神奈川) (埼玉) (山梨) (東京) (千葉)

令和５年度

（２０２３）

令和５年度

（２０２１）

令和４年度

（２０２２）

令和５年度

（２０２３）

第２７回

第２８回

第２９回

第３０回

第２２回

第２３回

第２４回 ＜新型コロナの為中止＞

第２５回

第２６回

第１６回

第１７回

第１８回

第１９回

第２０回

第２１回

第１５回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第３回

関東エルデストソフトボール大会　栄光の記録

第３位

第１回

第２回


