
関東シニアソフトボール大会　栄光の記録

回 年 開催地 優　勝 準優勝 備　　考

平成8年 栃木県 秋川ウェスタン 足利西小クラブ 桐生シニアクラブ (群馬) 足利市渡良瀬運動公園

(1996) 足利市 (東京) (栃木) 東京ウェスタン (東京)

平成9年 栃木県 越谷老童 桐生シニアクラブ 甲府シニア伊勢 (山梨) 足利市渡良瀬運動公園

(1997) 足利市 (埼玉) (群馬) 東京ウェスタン (東京)

平成10年 栃木県 千葉マリンシニア 横浜エストレリータ 横浜マリーンズ (神奈川) 足利市渡良瀬運動公園

(1998) 足利市 (千葉) (神奈川) 羽村シニア (東京)

平成11年 栃木県 千葉マリンシニア 秋川ウェスタン 泉マイティーズ (神奈川) 足利市渡良瀬運動公園

(1999) 足利市渡 (千葉) (東京) 羽村シニア (東京)

平成12年 栃木県 桐生シニアソフトボールクラブ ニューマリンズ千葉 横浜マリンＡ (神奈川) 足利市渡良瀬運動公園

(2000) 足利市 (群馬) (千葉) 川越アンゼンブルー (埼玉)

平成13年 神奈川県 御幸体協シニア 高崎シニア 青梅シニア (東京) 小田原市酒匂川

(2001) 小田原市 (栃木) (群馬) 甲府シニア伊勢 (山梨) スポーツ広場

平成14年 茨城県 小川イーグルシニア 厚木クラブＢ 秋川ウェスタン (東京) 三和町町営球場・

(2002) 三和町町 (茨城) (神奈川) 青梅カスミ (東京) 八俣小学校

平成15年 東京都 東海ヤングパワーズ 横浜エストレリータ 高崎シニアソフト (群馬) 立川市多摩川緑地球場

(2003) 立川市 (茨城) (神奈川) 前橋エコーズ (群馬)

平成16年 千葉県 秩父クラブ BAY-CHIBA 高崎シニアソフト (群馬) 習志野市秋津野球場他

(2004) 習志野市 (埼玉) (千葉) 甲府シニア伊勢 (山梨)

平成17年 山梨県 じょうほく物流シニアクラブ BAY-CHIBA シニア厚木クラブ (神奈川) 甲府市釜無川グランド他

(2005) 甲府市 (山梨) (千葉) 横浜エストレリータ (神奈川)

平成18年 埼玉県 横浜エストレリータ (神奈川) 降雨のため

(2006) 戸田市 横浜マイスターズ (神奈川) ２チーム優勝

平成19年 栃木県 泉マイティーズ (神奈川) 降雨のため

(2007) 足利市 横浜エストレリータ (神奈川) ２チーム優勝

平成20年 神奈川県 オール美野里 (茨城) 投球距離を13.11mに変更

(2008) 小田原市 高崎シニア (群馬) 降雨のため２チーム優勝

平成21年 東京都 じょうほく物流クラブ 入間シニア 葛飾シニア (東京) 立川市多摩川緑地球場

(2009) 立川市 (山梨) (埼玉) オール渡良瀬シニアクラブ (群馬)

平成22年 茨城県 じょうほく物流クラブ 浦和SG BAY-CHIBA (千葉) 日立大宮市大宮運動公園

(2010) 日立大宮市 (山梨) (埼玉) 高崎シニアクラブ (群馬)

平成23年 群馬県 甲府シニア伊勢 下野国分寺ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ 渡良瀬クラブ (栃木) 桐生市桐生市民広場

(2011) 桐生市 (山梨) (栃木) 大和ファルコンシニア (神奈川)

平成24年 千葉県 じょうほく物流クラブ 八王子シニアソフトボールクラブ 入間クラブ (埼玉) 野田市江戸川河川敷運動場

(2012) 野田市 (山梨) (東京) 浦和ＳＧ (埼玉)

平成25年 栃木県 山梨市シニア 千葉シニアクラブ BAY-ＣＨＩＢＡ (千葉) 足利市渡良瀬運動場

(2013) 足利市 (山梨) (千葉) 町田メイツ (東京)

平成26年 埼玉県 大和ファルコンシニア 横浜マイティーズ 渡良瀬クラブシニア (群馬) 大類ソフトボールパーク、

(2014) 毛呂山町 (神奈川) (神奈川) 上尾シニアーズ (埼玉) 西戸グラウンド

平成27年 山梨県 大和ファルコン 甲府シニア伊勢 千葉シニアクラブ (千葉)  下吉田第二小学校、

(2015) 富士吉田市 (神奈川) (山梨) オール福生 (東京) 鐘山総合スポーツセンター

平成28年 神奈川県 大和ファルコン 甲府シニア伊勢 横浜エストレリータ (神奈川) 県立三川公園スポーツ広場

(2016) 海老名市 (神奈川) (山梨) 千葉シニアクラブ (千葉)

平成29年 東京都 大和ファルコン 前橋エコーズ 姿川クラブシニア (栃木) 福生市営競技場

(2017) 福生市 (神奈川) (群馬) 桐生シニアソフトボールＣ (群馬) 福東グランド・福東球技場

平成30年 茨城県 甲府シニア伊勢 山梨市シニア 横浜マイティーズ (神奈川) 下妻市営柳原球場

(2018) 下妻市 (山梨) (山梨) ダンディーズ伊勢崎 (群馬)

平成31年 群馬県 大和ファルコン 前橋エコーズ 柏ゴールド (千葉) 伊勢崎市ソフトボール場

(2019) 伊勢崎市 (神奈川) (群馬) 宇都宮御幸クラブ (栃木) 伊勢崎市野球場他
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