
全日本総合男子ソフトボール選手権大会　関東地区予選会　栄光の記録

回 年 期日 開催地 代表－１ 代表－２ 代表－３ 代表－４

平成18年 7/1～2 東京都 高崎市役所 山梨クラブ 中央機工 国士舘大学

(2006) あきる野市 （群馬県） （山梨県） （神奈川県） （東京都）

平成19年 7/7～8 千葉県 山梨クラブ 国士舘大学 埼玉県庁クラブ ＵＳＣ浦安

(2007) 成田市 （山梨県） （東京都） （埼玉県） （千葉県）

平成20年 7/5～6 埼玉県 国立印刷局小田原 国士舘大学 埼玉県庁クラブ 高崎市役所

(2008) 毛呂山町 （神奈川県） （東京都） （埼玉県） （群馬県）

平成21年 7/4～5 山梨県 四街道スターズ 日本体育大学 山梨クラブ 日立電線ロジテック

(2009) 甲斐市 （千葉県） （東京都） （山梨県） （茨城県）

平成22年 7/3～4 群馬県 埼玉県庁クラブ 高崎市役所 山梨クラブ ―

(2010) 前橋市 （埼玉県） （群馬県） （山梨県）

平成23年 7/2～3 栃木県 高崎市役所 日本体育大学 埼玉県庁クラブ ―

(2011) 足利市 （群馬県） （東京都） （埼玉県）

平成24年 6/30～7/1 茨城県 高崎市役所 日本体育大学 カネボウ化粧品小田原 ―

(2012) 石岡市 （群馬県） （東京都） （神奈川県）

平成25年 6/29～30 神奈川県 甲斐ソフトボールｸﾗﾌﾞ 原巽ジャガーズ 国立印刷局小田原 ―

(2013) 相模原市 （山梨県） （埼玉県） （神奈川県）

平成26年 6/28～29 東京都 原巽ジャガーズ 国際武道大学 取手インディアンス ―

(2014) あきる野市 （埼玉県） （千葉県） （茨城県）

平成27年 6/27～28 千葉県 国際武道大学 高崎市役所 取手インディアンス ―

(2015) 千葉市 （千葉県） （群馬県） （茨城県）

平成28年 6/25～26 埼玉県 城西大学 取手インディアンス 四街道クラブ ―

(2016) ときがわ町 （埼玉県） （茨城県） （千葉県）

平成29年 6/24～25 山梨県 高崎市役所 日本体育大学
国立印刷局
ソフトボールクラブ

―

(2017) 甲府市 （群馬県） （東京都） （神奈川県）

平成30年 6/23～24 群馬県 原巽ジャガーズ 日本体育大学 花王コスメ小田原 ―

(2018) 館林市 （埼玉県） （東京都） （神奈川県）

令和元年 6/22～23 栃木県 埼玉県庁クラブ 早稲田大学 高崎市役所 ―

(2019) 大田原市 （埼玉県） （東京都） （群馬県）
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全日本総合女子ソフトボール選手権大会　関東地区予選会　栄光の記録

回 年 期日 開催地 代表－１ 代表－２ 代表－３ 代表－４

平成18年 7/1～2 東京都 湘南ベルマーレ 東京女子体育大学 清和大学 ブルーウィン

(2006) あきる野市 （神奈川県） （東京都） （千葉県） （茨城県）

平成19年 7/7～8 千葉県 清和大学 東京女子体育大学 城西大学 カネボウ化粧品小田原

(2007) 成田市 （千葉県） （東京都） （埼玉県） （神奈川県）

平成20年 7/5～6 埼玉県 山梨学院大学 日本体育大学 関東学園大学 淑徳大学

(2008) 鶴ヶ島市 （山梨県） （東京都） （群馬県） （埼玉県）

平成21年 7/4～5 山梨県 山梨学院大学 ペヤング 日本体育大学 カネボウ化粧品小田原

(2009) 甲府市 （山梨県） （群馬県） （東京都） （神奈川県）

平成22年 7/3～4 群馬県 ペヤング 淑徳大学 東京女子体育大学 山梨学院大学

(2010) 前橋市 （群馬県） （埼玉県） （東京都） （山梨県）

平成23年 7/2～3 栃木県 戸田中央総合病院 山梨学院大学 日本体育大学 ペヤング

(2011) 足利市 （埼玉県） （山梨県） （東京都） （群馬県）

平成24年 6/30～7/1 茨城県 山梨学院大学 ペヤング 淑徳大学 日本体育大学

(2012) 石岡市 （山梨県） （群馬県） （埼玉県） （東京都）

平成25年 6/29～30 神奈川県
東京国際大学
女子ソフトボール部

日本体育大学 関東学園大学 カネボウ化粧品小田原

(2013) 相模原市 （埼玉県） （東京都） （群馬県） （神奈川県）

平成26年 6/28～29 東京都 東京富士大学 カネボウ化粧品小田原
東京国際大学
女子ソフトボール部

山梨学院大学

(2014) あきる野市 （東京都） （神奈川県） （埼玉県） （山梨県）

平成27年 6/27～28 千葉県 山梨学院大学
花王コスメ小田原
女子ソフトボール部

東京富士大学 関東学園大学

(2015) 千葉市 （山梨県） （神奈川県） （東京都） （群馬県）

平成28年 6/25～26 埼玉県 城西大学 日本体育大学 山梨学院大学
ペヤング女子
ソフトボールクラブ

(2016) ときがわ町 （埼玉県） （東京都） （山梨県） （群馬県）

平成29年 6/24～25 山梨県 山梨学院大学 日本体育大学 城西大学 花王コスメ小田原

(2017) 甲府市 （山梨県） （東京都） （埼玉県） （神奈川県）

平成30年 6/23～24 群馬県 山梨学院大学 日本体育大学
VONDS市原
ソフトボールクラブ

城西大学

(2018) 館林市 （山梨県） （東京都） （千葉県） （埼玉県）

令和元年 6/22～23 栃木県 ウェントス ＶＯＮＤＳ市原 城西大学
日本体育大学
女子ソフトボール部

(2019) 大田原市 （茨城県） （千葉県） （埼玉県） （東京都）
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