
関東一般男子大会　　栄光の記録

回 年 開催地 優勝 準優勝
平成23年 群馬県 柏キングサンデー ＢＢＣ出雲 塚越ＢＬＩＴＳ （群馬県）

(2011) 高崎市 （千葉県） （東京都） キョッカーズ （神奈川県）

平成24年 茨城県 向井 東二グリーンズ キョッカーズ （神奈川県）

(2012) 常陸大宮市 （群馬県） （埼玉県） ＤＢ Ｂａｔ’ｓ （山梨県）
平成25年 千葉県 向井 柏ウィングス 板橋選抜 （東京都）

(2013) 千葉市 （群馬県） （千葉県） 湘南八景 （神奈川県）

平成26年 山梨県 エイボム 向井 オール多西クラブ （東京都）
(2014) 笛吹市 （山梨県） （群馬県） 柏ウイングス （千葉県）

平成27年 神奈川県 甲府レッドファイヤー 向井 Ｓ.Ｊ.Ｓ　Ｒｅｖｉｖａｌ （神奈川県）

(2015) 相模原市 （山梨県） （群馬県） 船橋芝山ＳＣ （千葉県）
平成28年 東京都 取手インディアンス壮年 (茨城県)

(2016) 大田区 羽村クラブ (東京都)
平成29年 栃木県 ＣＳＫ スピークス 土合小ＰＴＡソフトボール （埼玉県）

(2017) 足利市 （千葉県） （山梨県） つくばベイブルース (茨城県)
平成30年 埼玉県 ロビンズ 向井 キングス (東京都)

(2018) 熊谷市 (神奈川県) (群馬県) 船橋芝山ＳＣ (千葉県)
令和1年 群馬県 上本クラブ 藤沢クラブ 向井 (群馬県)
(2019) 渋川市 (群馬県) （神奈川県） つくばベイブルース (茨城県)

関東クラブ男子普及大会　栄光の記録 平成２年度～平成２２年度まで開催

回 年 開催地 優勝 準優勝
平成2年 山梨県 竜王体協一般男子 ダイナマイツ 三商ダンディーズ （埼玉県）
(1990) 甲府市 （山梨県） （神奈川県） レッドランナーズ （栃木県）

平成3年 埼玉県 竜王体協一般男子 新曲輪クレインズ ジャパン親和 （埼玉県）
(1991) 飯能市 （山梨県） （埼玉県） 四高クラブ （千葉県）

平成4年 栃木県 甲府トッパーズ 足利ポマード ジャパン親和 （埼玉県）
(1992) 大田原市 （山梨県） （栃木県） 西那須野ヤンキース （栃木県）

平成5年 茨城県 ＊大会中止
(1993) 八千代市

平成6年 茨城県 日立大みかクラブ 下部体協クラブ 下野毛キングス （神奈川県）

(1994) 那珂町 （茨城県） （山梨県） ザ・ドリフターズ （埼玉県）
平成7年 栃木県 千葉野武士会 高根沢クラブ ダイナマイツ （神奈川県）

(1995) 宇都宮市 （千葉県） （栃木県） 激ソフトボールクラブ （山梨県）
平成8年 栃木県 那珂グロリーズ 通研クラブ ペガサス （栃木県）
(1996) 宇都宮市 （茨城県） （東京都） ザ・ドリフターズ （埼玉県）

平成9年 千葉県 激ソフトボールクラブ 日立大みかクラブ Ｍリフト （神奈川県）

(1997) 浦安市 （山梨県） （茨城県） 通研クラブ （東京都）
平成10年 東京都 下野毛キングス 通研クラブ 甲府オリーブ （山梨県）

(1998) 瑞穂町 （神奈川県） （東京都） 原町ファイターズ （群馬県）
平成11年 神奈川県 上木崎小学校ＰＴＡ 元町ファイターズ アストロソフト （山梨県）

(1999) 厚木市 （埼玉県） （神奈川県） 高風クラブ （東京都）
平成12年 東京都 貢川東友会 千葉野武士会 原町ファイターズ （群馬県）

(2000) 三鷹市 （山梨県） （千葉県） ブルーインパルス （神奈川県）

平成13年 栃木県 長坂ドリームス 酒井メッツ 東海フレンド （茨城県）
(2001) 宇都宮市 （山梨県） （神奈川県） 高風クラブ （東京都）

平成14年 埼玉県 四街道クラブ 北小クラブ 増穂スネークス （山梨県）
(2002) 戸田市 （千葉県） （埼玉県） 取手市戸頭ヤンガース （茨城県）

平成15年 群馬県 ＤＯＧ’Ｓ メッツ アンフィニ （埼玉県）
(2003) 太田市 （山梨県） （神奈川県） 睦クラブ （東京都）

平成16年 茨城県 Ｋ’Ｓ 蕨パピーズ 早稲田クラブ （東京都）
(2004) （千葉県） （埼玉県） 増穂スネークス （山梨県）

平成17年 千葉県 開成分中ソフト Ｋ’Ｓ 千葉野武士会 （千葉県）
(2005) 野田市 （茨城県） （千葉県） 早稲田クラブ （東京都）

平成18年 山梨県 山梨ポロＳ・Ｃ プリンス 霞ヶ関ＳＣ （埼玉県）
(2006) 長坂町 （山梨県） （神奈川県） Ｋ’Ｓ （千葉県）

平成19年 神奈川県 ＊降雨のため大会中止
(2007) 厚木市

平成20年 東京都 Ｋ’Ｓ 町田クラブ BIG MOUTH （山梨県）
(2008) 日の出町 （千葉県） （東京都） 西松本クリエイターズ （神奈川県）

平成21年 栃木県 四街道スターズ 横須賀ブービーズ F's　Blood （埼玉県）
(2009) 宇都宮市 （千葉県） （神奈川県） チーム渡邊物流 （栃木県）

平成22年 埼玉県 四街道スターズ 西松本クリエイターズ 八幡スターズ （埼玉県）
(2010) 入間市 （千葉県） （神奈川県） 羽村クラブ （東京都）
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前田フェニックス（埼玉県）　　※２チーム優勝
エイボム（山梨県）


