
全日本実業団男子ソフトボール選手権　関東地区予選会　栄光の記録

回 年 開催地

平成13年 埼玉県 高崎市役所 丸善石油 財務省印刷局小田原 印刷局王子

(2001) (群馬) (千葉) (神奈川) (東京)

平成14年 山梨県 高崎市役所 丸善石油 財務省印刷局王子

(2002) (群馬) (千葉) (東京)

平成15年 群馬県 高崎市役所 丸善石油 中央機工 印刷局王子

(2003) (群馬) (千葉) (神奈川) (東京)

平成16年 千葉県 高崎市役所 丸善石油化学 中央機工

(2004) (群馬) (千葉) (神奈川)

平成17年 茨城県 高崎市役所 印刷局小田原 日立電線ロジテック

(2005) (群馬) (神奈川) (茨城)

平成18年 神奈川県 高崎市役所 丸善石油化学 カネボウ化粧品小田原

(2006) 小田原市 (群馬) (千葉) (神奈川)

平成19年 東京都 高崎市役所 カネボウ化粧品小田原 佐藤金属工業

(2007) 板橋区 (群馬) (神奈川) (栃木)

平成20年 栃木県 ＩＨＩ瑞穂 国立印刷局小田原 日本板硝子関東販売

(2008) 小山市 (東京) (神奈川) (埼玉)

平成21年 埼玉県 国立印刷局小田原 高崎市役所 日立電線ロジテック

(2009) 新座市 (神奈川) (群馬) (茨城)

平成22年 山梨県 高崎市役所 ホンダエンジニアリング 国立印刷局小田原

(2010) 中央市 (群馬) (栃木) (神奈川)

平成23年 群馬県 カネボウ化粧品小田原 高崎市役所 日立電線ロジテック ボッシュ株式会社

(2011) 前橋市 (神奈川) (群馬) (茨城) (埼玉)

平成24年 千葉県 ＪＡＳＤＦ熊谷 日立電線ロジテック 国立印刷局小田原

(2012) 千葉市 (埼玉) (茨城) (神奈川)

平成25年 茨城県 国立印刷局小田原 ホンダエンジニアリング 日立物流ﾌﾛﾝﾃｲｱ

(2013) 石岡市 (神奈川) (栃木) (茨城)

平成26年 神奈川県
新日鐵住金鹿島一般
ソフトボール部

国立印刷局小田原 丸善石油化学

(2014) 小田原市 (茨城) (神奈川) (千葉)

平成27年 東京都 ホンダエンジニアリング 花王コスメ小田原 高崎市役所 丸善石油化学

(2015) 三鷹市 (栃木) (神奈川) (群馬) (千葉)

平成28年 栃木県 ホンダエンジニアリング ボッシュ株式会社
新日鐵住金鹿島一般
ソフトボール部

高崎市役所

(2016) 大田原市 (栃木) (埼玉) (茨城) (群馬)

平成29年 埼玉県 ホンダエンジニアリング 丸善石油化学 花王コスメ小田原 高崎市役所

(2017) 鴻巣市 (栃木) (千葉) (神奈川) (群馬)

平成30年 山梨県 高崎市役所 丸善石油化学 花王コスメ小田原

(2018) 甲府市 (群馬) (千葉) (神奈川)

平成31年 群馬県 高崎市役所 ホンダエンジニアリング 花王コスメ小田原

(2019) 館林市 (群馬) (栃木) (神奈川)
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全日本実業団女子ソフトボール選手権　関東地区予選会　栄光の記録

回 年 開催地

平成14年 山梨県 ホンダ栃木 カネボウ化粧品小田原 ソニー埼玉

(2002) (栃木) (神奈川) (埼玉)

平成15年 群馬県 ホンダ栃木 カネボウ化粧品小田原 ソニー埼玉

(2003) (栃木) (神奈川) (埼玉)

平成16年 千葉県 カネボウ化粧品小田原 ソニー埼玉

(2004) (神奈川) (埼玉)

平成17年 茨城県 佐川急便関東 カネボウ化粧品小田原

(2005) (東京) (神奈川)

平成18年 神奈川県 カネボウ化粧品小田原 ソニー埼玉

(2006) (神奈川) (埼玉)

平成19年 東京都 佐川急便関東 カネボウ化粧品小田原

(2007) (東京) (神奈川)

平成20年 栃木県 佐川急便関東 カネボウ化粧品小田原 予選会無し

(2008) (東京) (神奈川)

平成21年 埼玉県 佐川急便関東 カネボウ化粧品小田原 予選会無し

(2009) (東京) (神奈川)

平成22年 山梨県 ペヤング カネボウ化粧品小田原

(2010) 中央市 (群馬) (神奈川)

平成23年 群馬県 ペヤング 戸田中央総合病院

(2011) 前橋市 (群馬) (埼玉)

平成24年 千葉県 佐川急便東日本支社 カネボウ化粧品小田原 予選会無し

(2012) (東京) (神奈川)

平成25年 茨城県 佐川急便東日本支社 カネボウ化粧品小田原 予選会無し

(2013) (東京) (神奈川)

平成26年 神奈川県 佐川急便東日本支社 カネボウ化粧品小田原 予選会無し

(2014) (東京) (神奈川)

平成27年 東京都
佐川グローバル
ロジスティックス

花王コスメ小田原

(2015) 三鷹市 (東京) (神奈川)

平成28年 栃木県
佐川グローバル
ロジスティックス

花王コスメ小田原 佐川急便千葉 佐川急便東京

(2016) 大田原市 (東京) (神奈川) (千葉) (東京)

平成29年 埼玉県 花王コスメ小田原
佐川グローバル
ロジスティックス

ペヤング女子
ソフトボール部 予選会無し

(2017) (神奈川) (東京) (群馬)

佐川急便千葉 佐川急便東京

(千葉) (東京)

平成30年 花王コスメ小田原
ペヤング女子
ソフトボール部 予選会無し

(2018) (神奈川) (群馬)

佐川急便千葉 佐川急便東京

(千葉) (東京)
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