
全日本クラブ女子ソフトボール選手権大会　　歴代成績一覧表

回 期　日 開催地 優  勝   準  優  勝 第  ３  位
　 山口県 　大田原クラブ 　日田　クラブ 　和歌山クラブ 和歌山

1 　55. 6.28～30   　下関市 　　　　 （栃木県） 　　　　　(大分県) 　若草レモンズ 兵庫

宮崎県 　若草レモンズ 　朋　クラブ 　オール　坂出 香川

2 　56. 8.14～16 　　日向市 　　　　 （兵庫県） 　　　　　(栃木県) 　京都クラブ 京都

長野県 　福島橘クラブ 　KONNOスポーツクラブ 　東京クラブ 東京

3 　57. 9. 4 ～6 　  伊那市 　　　　 （福島県） 　　　　　(山形県) 　ラブリー和歌山 和歌山

高知県　 　福島橘クラブ 　プレイメイツ 　京都クラブ 京都

4 　58. 8. 5 ～7 　　高知市 　　　　 （福島県） 　　　　　(兵庫県) 　ストロングスクラブ 神奈川

鳥取県　 　ナショナルクラブ 　奈良クラブ 　大和クラブ 北海道

5 　59. 7.28～30 　　淀江町 　　　　　(鳥取県) 　　　　　(奈良県) 　佐賀クラブ 佐賀

山梨県 　ナショナルクラブ 　佐賀クラブ 　戸塚クラブ 神奈川

6   60. 7.27～29 　　富沢町 　　　　　(鳥取県) 　　　　　(佐賀県) 　Ｚクラブ 岩手

沖縄県 　奈良クラブ 　クラブ愛知 　海邦クラブ 沖縄

7   61. 7.26～28 　嘉手納町 　　　　　(奈良県) 　　　　　(愛知県) 　鳥取ﾌｧｰｽﾄクラブ 鳥取

京都府　 　クラブ愛知 　海邦クラブ 　京都クラブ 京都

8   62. 8. 2 ～4 　　宇治市 　　　　　(愛知県) 　　　　　(沖縄県) 　Witches 埼玉

  青森県 　大和クラブ 　クラブ愛知 　プレイメイツ 兵庫

9   63. 7.24～26 　　東北町 　　　　　(北海道) 　　　　　(愛知県) 　さくらんぼﾚﾃﾞｨｰｽ 山形

山口県 　大和クラブ 　クラブ愛知 　山形クラブ 山形

10    1. 8.26～28 　　下関市 　　　　　(北海道) 　　　　　(愛知県) 　京都クラブ 京都

香川県 　安芸クラブ 　福島橘クラブ 　竹田ファンキーズ 大分

11    2. 7.28～30 　　坂出市 　　　　　(高知県) 　　　　　(福島県) 　パーキーメイツ 福井

鹿児島県 　クラブランバーズ   FUKUJUSO-OGAKI 　クラブ愛知 愛知

12    3. 7.27～29 　　鹿屋市 　　　　　(兵庫県) 　　　　　(岐阜県) 　パーキーメイツ 福井

三重県 　オール山形   FUKUJUSO-OGAKI 　日立クラブ 群馬

13    4. 8. 1 ～3 　　津　市 　　　　　(山形県) 　　　　　(岐阜県) 　ストロングスクラブ 神奈川

愛知県　 　クラブランバーズ 　福島橘クラブ   FUKUJUSO-OGAKI 岐阜

14    5. 7.17～19 　　江南市 　　　　　(兵庫県) 　　　　　(福島県)   大塚医院 佐賀

香川県 　福島橘クラブ 　クラブランバーズ   FUKUJUSO-OGAKI 岐阜

15    6. 7.22～24 　　坂出市 　　　　　(福島県) 　　　　　(兵庫県) 　千葉クラブ 千葉

大分県   FUKUJUSO-OGAKI 　福島橘クラブ    CLUB SPIRITS 兵庫

16    7. 7.22～24 　　竹田市 　　　　　(岐阜県) 　　　　　(福島県) 　クラブランバーズ 兵庫

栃木県   FUKUJUSO-OGAKI 　三菱化学クラブ 　クラブ栃木 栃木

17    8. 8 .3 ～5 　宇都宮市 　　　　　(岐阜県) 　　　　　(岡山県) 　CLUB・ＪＡＰＡＮ 静岡

長崎県   FUKUJUSO-OGAKI 　ミズノﾗﾝﾊﾞｰズ兵庫 　CLUB・ＪＡＰＡＮ 静岡

18    9. 7.18～20 　　大村市 　　　　　(岐阜県) 　　　　　(兵庫県) 　ミズノクラブ仙台 宮城

埼玉県   FUKUJUSO-OGAKI  佐賀オールスターズ   ＫＥＩＣＨＯ CLUB 三重

19   10. 7.17～19 　　浦和市 　　　　　(岐阜県) 　　　　　(佐賀県) 　ミズノﾗﾝﾊﾞｰズ兵庫 兵庫

富山県 　ＥＮＪＯＹ’Ｓ 　福井フェニックス   FUKUJUSO-OGAKI 岐阜

20   11. 7.24～26 　大沢野町 　　　　　(埼玉県) 　　　　　(福井県) 　千葉クラブ 千葉

兵庫県 　田原ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 　CLUB・ＪＡＰＡＮ   村田ｸﾘﾆｯｸscﾌﾚﾝｽﾞ 宮城

21   12. 7.22～24 　　日高町   FELLOWS (沖縄県) 　　　　　(静岡県) 　大沢野ｳｲﾝﾃﾞｲｰｽﾞ 富山

高知県　 　オール熊本   FUKUJUSO-OGAKI 　ＫＧ－ＳＨＥ’Ｓ 北海道

22   13. 7.21～23    土佐市他 　　　　  (熊本県) 　　　　　(岐阜県) 　ＥＮＪＯＹ’Ｓ 埼玉

静岡県  甲賀健康医療専門学校 　高知クラブ 　ＥＮＪＯＹ’Ｓ 埼玉

23   14. 7.20～22 　　浜松市 　　　　　(滋賀県) 　　　　　(高知県) 　大沢野ｳｲﾝﾃﾞｲｰｽﾞ 富山

大阪府  大阪トエニーフォー  甲賀健康医療専門学校 　TACHIBANA CLUB 福島

24 　15．7.25～27  　　大阪市 　　　　 （大阪府） 　　　　　(滋賀県) 　ミズノﾗﾝﾊﾞｰズ兵庫 兵庫

山形県  大阪トエニーフォー 　甲賀健康医療専門学校 　ＥＮＪＯＹ’Ｓ 埼玉

25    16. 7.30～8. 1 　　　南陽市 　　　　 （大阪府） 　　　　　      (滋賀県)    サインボﾂクス 沖縄 　
岐阜県   FUKUJUSO-OGAKI  大阪トエニーフォー 　大沢野ｳｲﾝﾃﾞｲｰｽﾞ 富山

26 　 17． 7.29～31  　　　大垣市 　　　　　(岐阜県) 　　　　 （大阪府） 旅亭紅葉･甲賀健康医療専門学校 滋賀

岡山県 　湘南ベルマーレ  平林金属ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　Super Power Women 秋田

27    18.  7.28～30 　　　高梁市 　　　　　　　（神奈川県） 　　　　　　　（岡山県） 　大阪トエニーフォー 大阪

千葉県  平林金属ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　湘南ベルマーレ 　草津クラブ 滋賀

28    19.  7.27～29 　　　浦安市 　　　　　　　（岡山県） 　　　　　　　（神奈川県） 　大阪トエニーフォー 大阪

岐阜県  平林金属ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　アイクラブ 　三菱化学クラブ 岡山

29    20.  7.25～27 　　　下呂市 　　　　　　　（岡山県） 　　　　　　　（愛媛県） 　大阪トエニーフォー 大阪

京都府  平林金属ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　山口ＡＣドリームズ 　ＫＧ－ＳＨＥ’Ｓ 北海道

30 21. 7.24～26 　　　舞鶴市 　　　　　　　（岡山県） 　　　　　　　（山口県） 　 アイクラブ 愛媛

熊本県  平林金属ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　山口ＡＣドリームズ 　甲賀健康医療専門学校 滋賀

31 22. 7.23～25 　　　山鹿市 　　　　　　　（岡山県） 　　　　　　　（山口県） 　　スマイル福島 福島

愛媛県  平林金属ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚ厚木女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ  大阪トエニーフォー 大阪

32 23.7.22～24 　　　今治市 　　　　　　　（岡山県） 　　　　　　　（神奈川県） 　草津クラブ 滋賀

岩手県  大垣ﾐﾅﾓｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　三菱化学クラブ  山梨学院REDSWANS 山梨

33 24.7.27～29 　　　花巻市 　　　　　　　(岐阜県) 　　　　　　　（岡山県）  出口医院ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ 長崎

北海道  大垣ﾐﾅﾓｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  ＤＡＮ－ＤＡＮ  山梨学院REDSWANS 山梨

34 25.7.27～29 　　　石狩市 　　　　　　　(岐阜県) 　　　　　　　（島根県）  森整骨院ＡＬＬＷＡＶＥ 鹿児島

福井県  大垣ﾐﾅﾓｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  甲賀健康医療専門学校  厚木ＳＣ 神奈川

35 26.7.26～28 　　　福井市 　　　　　　　(岐阜県) 　　　　　　　（滋賀県）  出口医院ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄｴﾝｼﾞｪﾙｽ 長崎

鳥取県  大垣ﾐﾅﾓｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  出口医院ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄｴﾝｼﾞｪﾙｽ  厚木ＳＣ 神奈川

36 27.7.25～27 北栄町・倉吉市 　　　　　　　(岐阜県) 　　　　　　　（長崎県）  山梨学院REDSWANS 山梨

福島県  大垣ﾐﾅﾓｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  厚木ＳＣ  山梨学院REDSWANS 山梨

37 28.7.23～25 いわき市 　　　　　　　(岐阜県) 　　　　　　　（神奈川県）  甲賀健康医療専門学校 滋賀

群馬県  大垣ﾐﾅﾓｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  厚木ＳＣ  takagi 北九州 Water Wave 福岡

38 29.7.22～24 高崎市 　　　　　　　(岐阜県) 　　　　　　　（神奈川県）  甲賀健康医療専門学校 滋賀

鹿児島県 Dream Citrine 福井フェニックス  厚木ＳＣ 神奈川
39 30.7.28～30 南九州市 　　　　　　　(愛知県) 　　　　　　　（福井県）  甲賀健康医療専門学校 滋賀

石川県  大垣ﾐﾅﾓｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ALSOK鹿児島ALLWAVE  Dream Citrine 愛知

40 R1.7.27～29 金沢市 　　　　　　　(岐阜県) 　　　　　　　（鹿児島県）  出口医院ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄｴﾝｼﾞｪﾙｽ 長崎

高知県

41 R2.7.10～13 高知市

静岡県 福太郎めんべい 厚木SC  うぐいす会VONDS市原 千葉

42 R3.7.17～19 富士宮市 　　　　　　　(福岡県) 　　　　　　　（神奈川県）  Dream Citrine 愛知

大会中止（新型コロナウィルス感染予防及び拡大防止のため）


