
全日本クラブ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18年 山梨県 ＵＳＣ浦安 ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ 山梨クラブ 日立大みかクラブ

(2006) 甲州市 (千葉県) (埼玉県) (山梨県) (茨城県)

平成19年 群馬県 ＵＳＣ浦安 ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ 山梨クラブ 太田市役所クラブ 東京アスリートクラブ

(2007) 前橋市 (千葉県) (埼玉県) (山梨県) (群馬県) (東京都)

平成20年 千葉県 四街道クラブ ＯＭＩＹＡ　ＣＬＵＢ 山梨クラブ 横浜クラブ 群馬ソフトボールクラブ

(2008) 船橋市 (千葉県) (埼玉県) (山梨県) (神奈川県) (群馬県)

平成21年 茨城県 四街道クラブ 原巽ジャガーズ 取手インディアンズ 横浜クラブ 栃木クラブ

(2009) 常陸太田市 (千葉県) (埼玉県) (茨城県) (神奈川県) (栃木県)

平成22年 東京都 四街道クラブ 原巽ジャガーズ 田沼ブラックス 横浜クラブ

(2010) 八王子市 (千葉県) (埼玉県) (栃木県) (神奈川県)

平成23年 神奈川県 四街道クラブ 原巽ジャガーズ 山梨クラブ 横浜クラブ

(2011) 相模原市 (千葉県) (埼玉県) (山梨県) (神奈川県)

平成24年 栃木県 四街道スターズ 取手インディアンズ 山梨クラブ 横浜クラブ

(2012) 大田原市 (千葉県) (茨城県) (山梨県) (神奈川県)

平成25年 埼玉県 四街道スターズ 原巽ジャガーズ 甲斐ソフトボールクラブ

(2013) 本庄市 (千葉県) (埼玉県) (山梨県)

平成26年 山梨県 松戸ＫＳクラブ 原巽ジャガーズ 甲斐Ｓ．Ｂ．Ｃ

(2014) 甲府市 (千葉県) (埼玉県) (山梨県)

平成27年 群馬県 ＹＡＭＡＴＯ 東京アスリートクラブ 山梨クラブ

(2015) 前橋市 (神奈川県) (東京都) (山梨県)

平成28年 千葉県 四街道クラブ 東京アスリートクラブ 取手インディアンズ

(2016) 山武市他 (千葉県) (東京都) (茨城県)

平成29年 茨城県 群馬ソフトボールクラブ 厚木クラブ 四街道クラブ

(2017) 石岡市 (群馬) (神奈川) (千葉県)

平成30年 東京都 山梨クラブ 原巽ジャガーズ
国立印刷局

ソフトボールクラ

(2018) 瑞穂町
武蔵村山

(山梨県) (埼玉県) (神奈川)

令和1年 神奈川県
国立印刷局

ソフトボールクラ
群馬ソフトボールクラブ 取手インディアンズ

(2019) 小田原市 (神奈川) (群馬県) (茨城県)
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全日本クラブ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18年 山梨県 ＥＮＪＯＹ’Ｓ 湘南ベルマーレ Ｆｉｒｓｔ　Ｏｎｅ山梨 クラブ栃木

(2006) 甲州市 (埼玉県) (神奈川県) (山梨県) (栃木県)

平成19年 群馬県 ＥＮＪＯＹ’Ｓ ストロングスクラブ Ｆｉｒｓｔ　Ｏｎｅ山梨

(2007) 前橋市 (埼玉県) (神奈川県) (山梨県)

平成20年 千葉県 東京アスリートクラブ ストロングスクラブ 千葉クラブ ブルーウイン

(2008) 船橋市 (東京都) (神奈川県) (千葉県) (茨城県)

平成21年 茨城県 ＥＮＪＯＹ’Ｓ ペヤング女子ソフトボール部 千葉クラブ

(2009) 常陸太田市 (埼玉県) (群馬県) (千葉県)

平成22年 東京都 ＥＮＪＯＹ’Ｓ 東京アスリートクラブ Ｆｉｒｓｔ　Ｏｎｅ山梨 湘南ベルマーレ

(2010) 八王子市 (埼玉県) (東京都) (山梨県) (神奈川県)

平成23年 神奈川県
湘南ベルマーレ厚木
女子ソフトボールクラブ

山梨学院ＲＥＤ　ＳＷＡＮＳ 千葉クラブ

(2011) 相模原市 (神奈川県) (山梨県) (千葉県)

平成24年 栃木県 ペヤング女子ソフトボール部 山梨学院ＲＥＤ　ＳＷＡＮＳ 千葉クラブ

(2012) 大田原市 (群馬県) (山梨県) (千葉県)

平成25年 埼玉県 東京アスリートクラブ 山梨学院ＲＥＤ　ＳＷＡＮＳ 厚木ＳＣ

(2013) (東京都) (山梨県) (神奈川県)

平成26年 山梨県 ペヤング女子ソフトボールクラブ 山梨学院ＲＥＤ　ＳＷＡＮＳ 厚木ＳＣ 日本健康医療専門学校

(2014) 甲斐市 (群馬県) (山梨県) (神奈川県) (東京都)

平成27年 群馬県 ペヤング女子ソフトボールクラブ 山梨学院ＲＥＤ　ＳＷＡＮＳ 厚木ＳＣ
レオネッサ柏

ソフトボールクラブ

(2015) 前橋市 (群馬県) (山梨県) (神奈川県) (千葉県)

平成28年 千葉県 ペヤング女子ソフトボールクラブ 山梨学院ＲＥＤ　ＳＷＡＮＳ 厚木ＳＣ 日本健康医療専門学校

(2016) 山武市 (群馬県) (山梨県) (神奈川県) (東京都)

平成29年 茨城県
レオネッサ柏

ソフトボールクラブ
山梨学院ＲＥＤ　ＳＷＡＮＳ 佐川急便関東

(2017) 石岡市 (千葉県) (山梨県) (東京都)

平成30年 東京都
VONDOS市原
ソフトボールクラブ

ウェントス 佐川急便関東 横浜ＶｅｒｔｅｘLadies

(2018) 瑞穂町
武蔵村山

(千葉県) (茨城県) (東京都) (神奈川県)

令和1年 神奈川県 ＶＯＮＤＳ市原 佐川急便横浜 ウェントス

(2019) 小田原市 (千葉県) (神奈川県) (茨城県)
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