
関東中学校ソフトボール大会　女子　栄光の記録

回

1 昭和48年 (1973) 栃木県 宇都宮市 館山第四中学校 (千葉県)

2 昭和49年 (1974) 埼玉県 大宮市 大宮南中学校 (埼玉県)

3 昭和50年 (1975) 群馬県 沼田市 倉淵中学校 (群馬県)

4 昭和51年 (1976) 神奈川県 横須賀市 子持中学校 (群馬県)

5 昭和52年 (1977) 東京都 杉並区 子持中学校 (群馬県)

6 昭和53年 (1978) 千葉県 千葉市 大洗第一中学校 (茨城県)

7 昭和54年 (1979) 茨城県 真壁町 両新田中学校 (埼玉県)

8 昭和55年 (1980) 東京都 青梅市 東那須野中学校 (栃木県)

9 昭和56年 (1981) 栃木県 大田原市 子持中学校 (群馬県)

10 昭和57年 (1982) 千葉県 千葉市 坂上中学校 (群馬県)

11 昭和58年 (1983) 山梨県 富沢町 新里中学校 (群馬県)

12 昭和59年 (1984) 群馬県 渋川市 神田女学園中学校 (東京都)

13 昭和60年 (1985) 埼玉県 深谷市 間々田中学校 (栃木県)

14 昭和61年 (1986) 神奈川県 綾瀬市 子持中学校 (群馬県)

15 昭和62年 (1987) 茨城県 水戸市 古ヶ崎中学校 (千葉県)

16 昭和63年 (1988) 東京都 府中市 佐野北中学校 (栃木県)

17 平成元年 (1989) 栃木県 大田原市 野崎中学校 (栃木県)

18 平成2年 (1990) 千葉県 千葉市 鶴間中学校 (神奈川県)

19 平成3年 (1991) 山梨県 河口湖町 宝泉中学校 (群馬県)

20 平成4年 (1992) 群馬県 伊勢崎市 宝泉中学校 (群馬県)

21 平成5年 (1993) 埼玉県 浦和市・与野市 日進中学校 (埼玉県)

22 平成6年 (1994) 神奈川県 厚木市 陽南中学校 (栃木県)

23 平成7年 (1995) 茨城県 ひたちなか市 高島第二中学校 (東京都)

24 平成8年 (1996) 東京都 江戸川区 明野中学校 (茨城県)

25 平成9年 (1997) 栃木県 大田原市 阿久津中学校 (栃木県)

26 平成10年 (1998) 千葉県 千葉市 三島中学校 (栃木県)

27 平成11年 (1999) 山梨県 河口湖町 宝泉中学校 (群馬県)

28 平成12年 (2000) 群馬県 伊勢崎市 黒田原中学校 (栃木県)

29 平成13年 (2001) 埼玉県 戸田市 千間台中学校 (埼玉県)

30 平成14年 (2002) 神奈川県 横須賀市 東京立正中学校 (東京都)

31 平成15年 (2003) 茨城県 那珂町 勝田第三中学校 (茨城県)

32 平成16年 (2004) 東京都 江戸川区 日出女子学園中学校 (東京都)

33 平成17年 (2005) 栃木県 大田原市 常葉中学校 (神奈川県)

34 平成18年 (2006) 千葉県 千葉市 三島中学校 (栃木県)

回 年 開催地 優勝 準優勝
平成19年 山梨県 日出中学校 箕郷中学校 塩山中学校 黒田原中学校
(2007) 笛吹市 (東京都) (群馬県) (山梨県) (栃木県)
平成20年 群馬県 日出中学校 在家中学校 東那須野中学校 黒田原中学校
(2008) 渋川市 (東京都) (埼玉県) (栃木県) (栃木県)
平成21年 埼玉県 日出中学校 西那須野中学校 宝泉中学校 榛名中学校
(2009) 坂戸市・毛呂山町 (東京都) (栃木県) (群馬県) (群馬県)
平成22年 神奈川県 金田南中学校 日出中学校 在家中学校 常葉中学校
(2010) 海老名市 (栃木県) (東京都) (埼玉県) (神奈川県)
平成23年 茨城県 奥戸中学校 那須中学校 武里中学校 常葉中学校
(2011) 那珂市 (東京都) (栃木県) (埼玉県) (神奈川県)
平成24年 東京都 厚崎中学校 箕郷中学校 万騎が原中学校 黒田原中学校
(2012) 江戸川区 (栃木県) (群馬県) (神奈川県) (栃木県)
平成25年 栃木県 日出中学校 黒田原中学校 松が谷中学校 御滝中学校
(2013) 大田原市 (東京都) (栃木県) (東京都) (千葉県)
平成26年 千葉県 日出中学校 野崎中学校 西那須野中学校 四街道中学校
(2014) 成田市 (東京都) (栃木県) (栃木県) (千葉県)
平成27年 山梨県 金田南中学校 野崎中学校 若草中学校 敷島中学校
(2015) 笛吹市 (栃木県) (栃木県) (山梨県) (山梨県)
平成28年 群馬県 日出中学校 藪塚本町中学校 宝泉中学校 厚崎中学校
(2016) 伊勢崎市 (東京都) (群馬県) (群馬県) (栃木県)
平成29年 埼玉県 藪塚本町中学校 金田南中学校 那須中央中学校 日出中学校
(2017) 鶴ヶ島市・毛呂山町 (群馬県) (栃木県) (栃木県) (東京都)
平成30年 神奈川県 幡羅中学校（埼玉県） 台風１３号のため 松林中学校 藪塚本町中学校
(2018) 川崎市 日出中学校（東京都） (２チーム優勝) (神奈川県) (群馬県)
令和1年 茨城県 目黒日本大学中学校 太田市立藪塚本町中学校 横浜市立瀬谷中学校 横浜市立舞岡中学校
(2019) 水戸市 (東京都) (群馬県) (神奈川県) (神奈川県)
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関東中学校ソフトボール大会　男子　栄光の記録

回

1 昭和57年 (1982) 千葉県 千葉市 四谷第一中学校 (東京都)

2 昭和58年 (1983) 山梨県 富沢町 新島学園中学校 (群馬県)

3 昭和59年 (1984) 群馬県 渋川市 新島学園中学校 (群馬県)

4 昭和60年 (1985) 埼玉県 深谷市 高南中学校 (群馬県)

5 昭和61年 (1986) 神奈川県 綾瀬市 栗原中学校 (神奈川県)

6 昭和62年 (1987) 茨城県 水戸市 栗原中学校 (神奈川県)

7 昭和63年 (1988) 東京都 府中市 小松川第二中学校 (東京都)

8 平成元年 (1989) 栃木県 大田原市 新島学園中学校 (群馬県)

9 平成2年 (1990) 千葉県 千葉市 馬込中学校 (東京都)

10 平成3年 (1991) 山梨県 河口湖町 新島学園中学校 (群馬県)

11 平成4年 (1992) 群馬県 伊勢崎市 高南中学校 (群馬県)

12 平成5年 (1993) 埼玉県 浦和市・与野市 新島学園中学校 (群馬県)

13 平成6年 (1994) 神奈川県 厚木市 高南中学校 (群馬県)

14 平成7年 (1995) 茨城県 ひたちなか市 森の里中学校 (神奈川県)

15 平成8年 (1996) 東京都 江戸川区 玉川中学校 (神奈川県)

16 平成9年 (1997) 栃木県 大田原市 玉川中学校 (神奈川県)

17 平成10年 (1998) 千葉県 千葉市 倉賀野中学校 (群馬県)

18 平成11年 (1999) 山梨県 河口湖町 東調布中学校 (東京都)

19 平成12年 (2000) 群馬県 伊勢崎市 倉賀野中学校 (群馬県)

20 平成13年 (2001) 埼玉県 戸田市 小川西中学校 (埼玉県)

21 平成14年 (2002) 神奈川県 横須賀市 玉川中学校 (神奈川県)

22 平成15年 (2003) 茨城県 那珂町 南毛利中学校 (神奈川県)

23 平成16年 (2004) 東京都 江戸川区 玉川中学校 (神奈川県)

24 平成17年 (2005) 栃木県 大田原市 新島学園中学校 (群馬県)

25 平成18年 (2006) 千葉県 千葉市 野比中学校 (神奈川県)

回 年 開催地 優　勝 準優勝
平成19年 山梨県 秩父第一中学校 中尾中学校 榛名中学校 松戸第五中学校

(2007) 笛吹市 (埼玉県) (群馬県) (群馬県) (千葉県)

平成20年 群馬県 新島学園中学校 中尾中学校 明野中学校 下妻東部中学校

(2008) 渋川市 (群馬県) (群馬県) (茨城県) (茨城県)

平成21年 埼玉県 新島学園中学校 中尾中学校 明野中学校 玉川中学校

(2009) 坂戸市・毛呂山町 (群馬県) (群馬県) (茨城県) (神奈川県)

平成22年 神奈川県 新島学園中学校 倉賀野中学校 松江第二中学校 玉川中学校

(2010) 海老名市 (群馬県) (群馬県) (東京都) (神奈川県)

平成23年 茨城県 中尾中学校 倉賀野中学校 明野中学校 玉川中学校

(2011) 那珂市 (群馬県) (群馬県) (茨城県) (神奈川県)

平成24年 東京都 倉賀野中学校 玉川中学校 下妻中学校 下妻東部中学校

(2012) 江戸川区 (群馬県) (神奈川県) (茨城県) (茨城県)

平成25年 栃木県 倉賀野中学校 中尾中学校 松江第二中学校 新島学園中学校

(2013) 大田原市 (群馬県) (群馬県) (東京都) (群馬県)

平成26年 千葉県 新島学園中学校 倉賀野中学校 横須賀学院中学校 桜川横山中学校

(2014) 成田市 (群馬県) (群馬県) (神奈川県) (茨城県)

平成27年 山梨県 新島学園中学校 倉賀野中学校 横須賀学院中学校 所沢中央中学校

(2015) 笛吹市 (群馬県) (群馬県) (神奈川県) (埼玉県)

平成28年 群馬県 中尾中学校 横須賀学院中学校 明野中学校 佐野中学校

(2016) 伊勢崎市 (群馬県) (神奈川県) (茨城県) (群馬県)
平成29年 埼玉県 新島学園中学校 佐野中学校 横須賀学院中学校 中尾中学校
(2017) 東松山市 (群馬県) (群馬県) (神奈川県) (群馬県)
平成30年 神奈川県 新島学園中学校 明野中学校 佐野中学校 中尾中学校
(2018) 川崎市 (群馬県) (茨城県) (群馬県) (群馬県)
令和1年 茨城県 筑西市立明野中学校 高崎市立佐野中学校 所沢市立中央中学校 高崎市立榛名中学校
(2019) 那珂市 (茨城県) (群馬県) (埼玉県) (群馬県)
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