
関東エルダーソフトボール大会　栄光の記録（令和3年まで（2017））

回 年 度 開催地 優勝 準優勝 備考

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 千葉マリーンズ

(1992) （埼玉） （埼玉） （神奈川） (東京) (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 町田レディース

(1993) （埼玉） （埼玉） （千葉） (神奈川) (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 昭和ビクトリーズ

(1994) （神奈川） （埼玉） （神奈川） (千葉) (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 ＭＶＰ・青梅

(1995) （神奈川） （千葉） （埼玉） (神奈川) (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 ちばマリーンズ

(1996) （栃木） （神奈川） （埼玉） (群馬) (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 中巨摩エルダー

(1997) （千葉） （千葉） （神奈川） (茨城) (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 中巨摩エルダー

(1989) （神奈川） （茨城） （神奈川） (埼玉) (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 中巨摩エルダー

(1999) （群馬） （栃木） （千葉） (東京) (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 すみれクラブ

(2000) （東京） （東京） （千葉） (山梨) (栃木)

平成13年度 大子町 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

(2001) （茨城） (栃木) (千葉) (山梨) (埼玉)

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 竜王体協エルダー

(2002) （埼玉） （埼玉） （神奈川） (千葉) (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 三郷ピュアーズ

(2003) （千葉） （山梨） （神奈川） (群馬) (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 新郷ファイターズ

(2004) （山梨） （山梨） （埼玉） (神奈川) (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 パワーズ

(2005) （栃木） （山梨） （埼玉） (神奈川) (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 多摩フェニックス

(2006) （神奈川） （山梨） （栃木） (千葉) (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 ＯＧＳＣ

(2007) （群馬） やまゆりクラブ（神奈川）　双方優勝 (東京) (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 すみれ

(2008) （東京） （神奈川） （東京） (山梨) (栃木)

平成21年度 桜川市 すてっぱーず かもめ サンライズ 旭町グリーンフレンズ

(2009) （茨城） （千葉） （神奈川） (山梨) (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 フジミファイターズ

(2010) （栃木） かもめ（神奈川）　　　　 　双方優勝 (東京) (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 松戸ＫＧＢ

(2011) （千葉） (栃木) (神奈川) (埼玉) (千葉)

平成24年度 中央市 ＧＵＮＭＡ　ＤＲＥＡＭＳ ハスキーズ かもめ 松戸ＫＧＢ

(2012) (山梨) (群馬) (山梨) (神奈川) (千葉)

平成25年度 白岡町 足利マイルドナイン（栃木） 旭町グリーンフレンズ（東京） 降雨のため

(2013) (埼玉) 川口スターズ（埼玉） かもめ（神奈川） ４チーム優勝

平成26年度 秦野市 ハスキーズ 佐野ベリーズ スプリングス 君津ウインズ

(2014) (神奈川) (山梨) （栃木） (埼玉) (千葉)

平成27年度 渋川市 佐野ベリーズ ハスキーズ NKO 桐生クラブ

(2015) （群馬） （栃木） (山梨) (東京) (群馬)

平成２８年度 武蔵村山 浦安レディ―ス クラブ栃木 ハスキーズ 旭町グリーンフレンズ

（２０１６） (東京) (千葉) (栃木) (山梨) (東京)

平成２９年度 ひたちなか市 那珂サンレッズ 佐野ベリーズ オール八王子 川口スターズ 荒天のため

（２０１７） （栃木） (茨城) (栃木) (東京) (埼玉) 4チーム優勝

平成３０年度 ＧＵＮＭＡ　ＤＲＥＡＭＳ ハスキーズ 佐野ベリーズ 松戸KGB

（２０１８） (埼玉) (群馬) (山梨) (栃木) (千葉)

令和元年度 北杜市 ＧＵＮＭＡ　ＤＲＥＡＭＳ ハスキーズ ＳＢＣ 旭町グリーンフレンズ

（２０１９） (山梨) (群馬) (山梨) (神奈川) (東京)

令和２年度

（２０２０） （栃木）

令和３年度 高崎市 ＧＵＮＭＡ　ＤＲＥＡＭＳ ＧＯＲＹ 金田スラッガー 松戸KGB

（２０２１） (群馬) (群馬) (千葉) (神奈川) (千葉)

令和４年度 平塚市 Ｋ’ＢＩＸ ｉｎ　Ｄｒｅａｍｓ 高津STARS 里垣体協 松戸KGB

（２０２２） (神奈川) (群馬) (神奈川) (山梨) (千葉)

令和５年度

（２０２３）
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