
夏季県大会　栄光の記録

回 西暦 年号

1 1980 昭和55年 本町ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 西湘 城内ソフトクラブ 西湘 富水ジャガーズ 西湘 常葉ソフトクラブ 横須賀

2 1981 56 岩戸ｲｰｸﾞﾙｽ 横須賀 富水ジャガーズ 西湘 森崎さつき 横須賀 小田原ハリケーン 西湘

3 1982 57 酒匂子供会 西湘 城内ソフトクラブ 西湘 本町ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 西湘 ？

4 1983 58 愛名子供会 厚木 富水ジャガーズ 西湘 本町ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 西湘 東富水ソフトS 西湘

5 1984 59 早川子供会 西湘 東富水ソフトS 西湘 城北第2 西湘 愛名子供会 厚木

6 1985 60 上愛甲ｿﾌﾄｸﾗﾌﾞ 厚木 早川子供会 西湘 富水ジャガーズ 西湘 富岡ジャイアンツ 金沢

7 1986 61 小田原ﾊﾘｹｰﾝ 西湘 富士見子供会 西湘 南部ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽ 金沢 報徳ブレーブス 西湘

8 1987 62 小田原ﾊﾘｹｰﾝ 西湘 富水ジャガーズ 西湘 岩戸イーグルス 横須賀 本町ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 西湘

9 1988 63 富水ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 西湘 上愛甲ｿﾌﾄｸﾗﾌﾞ 厚木 山際団地ソフト 厚木 岩戸イーグルス 横須賀

10 1989 平成元年 富水ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 西湘 山王ペガサス 西湘 富岡ヤンガース 金沢 小野スポーツ少年団 厚木

11 1990 2 報徳ﾌﾞﾚｰﾌﾞｽ 西湘 小野森の里 厚木 東富水ユニバース 西湘 山王ペガサス 西湘

12 1991 3 大窪ﾀｲﾌｰﾝ 西湘 早川ソフトクラブ 西湘 横浜ブレーブス 金沢 城内ソフトクラブ 西湘

13 1992 4 富水ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 西湘 小野森の里 厚木 愛甲小ソフトクラブ 厚木 望洋ドラゴンズ 横須賀

14 1993 5 七沢ｽﾎﾟｰﾂ少年団 厚木 酒井リバーソフト 厚木 温水ソフト 厚木 小田原ﾊﾘｹｰﾝ 西湘

15 1994 6 久里浜台子供ソフト 横須賀 愛甲小ソフトクラブ 厚木 寺尾イーグルス 綾瀬 国府津イーグルス 西湘

16 1995 7 富士見連合ｿﾌﾄ 西湘 長坂アトムズ 横須賀 報徳ブレーブス 西湘 望洋ドラゴンズ 横須賀

17 1996 8 大窪ﾀｲﾌｰﾝ 西湘 長坂アトムズ 横須賀 寺尾イーグルス 綾瀬 愛甲小ソフトクラブ 厚木

18 1997 9 横須賀ﾊﾞﾄﾗｰｽﾞ 横須賀 横浜ブラックナイン 金沢 森の里Ｅ・Ｂパワーズ 厚木 粟田ヤングファイターズ 横須賀

19 1998 10 横浜ﾌﾞﾗｯｸﾅｲﾝ 金沢 酒井リバーソフト 厚木 平作エンジェルス 横須賀 南部バッファローズ 金沢

20 1999 11 大窪ﾀｲﾌｰﾝ 西湘 岩戸ソフト 横須賀 東朝比奈イーグルス 金沢 横浜ブラックナイン 金沢

21 2000 12 TMﾌｧﾙｺﾝｽﾞ 厚木 長坂アトムズ 横須賀 下中シャークス 西湘 温水ソフトクラブ 厚木

22 2001 13 千代ｳｨﾝｸﾞｽ 西湘 東富水ユニバース 西湘 葉桜ファイターズ 横須賀 横浜ブラックナイン 金沢

23 2002 14 国府津ｲｰｸﾞﾙｽ 西湘 下曽我ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 西湘 温水ソフトクラブ 厚木 根岸いづみ 横須賀

24 2003 15 富岡FG 金沢 さくらソフト 厚木 TMﾌｧﾙｺﾝｽﾞ 厚木 木古庭ファイターズ 横須賀

25 2004 16 走水ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽﾞ 横須賀 森崎ﾂｲﾝｽﾀｰｽﾞ 横須賀 町田ドルフィンズ 西湘 三の丸キャッスルズ 西湘

26 2005 17 東富水ﾕﾆﾊﾞｰｽ 西湘 愛甲小ｿﾌﾄｸﾗﾌﾞ 厚木 南部ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽ 金沢 三の丸キャッスルズ 西湘

27 2006 18 木古庭ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 横須賀 東朝比奈ｲｰｸﾞﾙｽ 金沢 西富ｴｲﾄ 金沢 町田ドルフィンズ 西湘

28 2007 19 六浦台ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 金沢 葉桜ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 横須賀 ﾊｲﾗﾝﾄﾞｿﾙｼﾞｬｰｽﾞ 横須賀 足柄ｽﾀｰｽﾞ 西湘

29 2008 20 岩戸ｿﾌﾄ 横須賀 酒井ﾘﾊﾞｰｿﾌﾄ 厚木 葉桜ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 横須賀 六浦台ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 金沢

30 2009 21 国府津ｲｰｸﾞﾙｽ 西湘 六浦台ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 金沢 高舟台ﾚｯﾄﾞｿｯｸｽ 金沢 足柄ｽﾀｰｽﾞ 西湘

31 2010 22 西富ｴｲﾄｳｪｽﾀﾝﾎﾞｰｲｽﾞ 金沢 森崎ﾂｲﾝｽﾀｰｽﾞ 横須賀 森の里ＥＢﾊﾟﾜｰｽﾞ 厚木 国府津ｲｰｸﾞﾙｽ 西湘

32 2011 23 綱島東ｼｬｰｸｽ 港北 桜井ﾚｲﾀﾞｰｽ 西湘 さくらｿﾌﾄ 厚木 岩戸ﾚｯﾄﾞｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 横須賀

33 2012 24 三春ﾏﾘｰﾝｽﾞ 横須賀 横浜ﾌﾞﾗｯｸﾅｲﾝ 金沢 豊島ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｰｽﾞ 横須賀 大塚台ﾊﾟﾝｻｰｽﾞ 横須賀

34 2013 25 山王ﾍﾟｶﾞｻｽ 西湘 瀬ヶ崎フレンズ 金沢 大塚台パンサーズ 横須賀 野比ブランティーグルス 横須賀

35 2014 26 綱島東ｼｬｰｸｽ 港北 大窪タイフーン 西湘 岩戸ソフト 横須賀 AN Winners 厚木

36 2015 27 さくらｿﾌﾄ 厚木 久里浜ウイングス 横須賀 小矢部さくら子ども会 横須賀 釜利谷フェニックス 金沢

37 2016 28 久里浜ｳｲﾝｸﾞｽ 横須賀 豊川連合ｿﾌﾄ 西湘 池田ｿﾌﾄ 横須賀 横須賀ｳｨﾝｽﾞ 横須賀

38 2017 29 久里浜ｳｲﾝｸﾞｽ 横須賀 横須賀田戸ﾛﾋﾞﾝｽﾞ 横須賀 高舟台ﾚｯﾄﾞｿｯｸｽ 金沢 桜井ﾚｲﾀﾞｰｽ 西湘

39 2018 30 久里浜ｳｲﾝｸﾞｽ 横須賀 高舟台ﾚｯﾄﾞｿｯｸｽ 金沢 酒匂ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ 西湘 小田原ﾊﾘｹｰﾝ 西湘

40 2019 令和元年 横浜ﾌﾞﾗｯｸﾅｲﾝ 金沢 愛甲小ｿﾌﾄｸﾗﾌﾞ 厚木 酒井ﾘﾊﾞｰｿﾌﾄ 厚木 釜利谷フェニックス 金沢

41 2020 2 大会中止

42 2021 3 六浦睦ｽﾈｰｸｽ 金沢 酒匂ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ 西湘 三の丸ｷｬｯｽﾙｽﾞ 西湘 豊川連合ｿﾌﾄ 西湘

43 2022 4 酒匂ﾌﾞﾙｰｳｪｰﾌﾞ 西湘 久里浜ｳｲﾝｸﾞｽ 横須賀 釜利谷ﾌｪﾆｯｸｽ 金沢 富水ｼﾞｬｶﾞｰｽﾞ 西湘

45 2023 5

46 2024 6

47 2025 7

48 2026 8

49 2027 9

50 2028 10

第３位

優勝 準優勝 第３位 第４位

優勝 準優勝


