
第9回 山梨県中巨摩郡昭和町 第9回 静岡県藤枝市 第15回 神奈川県藤沢市

Meteor相模原　（予選敗退） （出場なし） 新型コロナウイルス感染拡大により中止

第20回 千葉県市原市 第20回 栃木県宇都宮市 第15回 東京都清瀬市

横浜シニアサッカー50　（予選敗退） （出場なし） 新型コロナウイルス感染拡大により中止

第22回 群馬県前橋市 第21回 秋田県にかほ市 第16回 茨城県ひたちなか市

横須賀アズール60 横須賀アズール60　（開催中止） 新型コロナウイルス感染拡大により中止

第15回 埼玉県加須市 秋田県にかほ市 第9回 栃木県宇都宮市

茅ヶ崎シニア70　（予選敗退） 茅ヶ崎シニア70　（開催中止） 新型コロナウイルス感染拡大により中止

O-50

O-60

O-70
第14回

【　2021年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

カテゴリー 全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニアサッカー大会

O-40



第8回 栃木県宇都宮市 第8回 福島県Ｊヴィレッジ 第14回 神奈川県藤沢市

横浜シニア　（第3代表） 横浜シニア　（優勝） 新型コロナウイルス感染拡大により中止

第19回 栃木県宇都宮市 第19回 静岡県藤枝市 第14回 埼玉県加須市

Azul神奈川FC　（予選敗退） （出場なし） 新型コロナウイルス感染拡大により中止

第21回 千葉県千葉市 第20回 秋田県にかほ市 第14回 千葉県千葉市

横須賀アズール60　（第2代表） 新型コロナウイルス感染拡大により中止 新型コロナウイルス感染拡大により中止

第14回 群馬県前橋市 秋田県にかほ市 第8回 茨城県ひたちなか市

茅ヶ崎シニア70　（第1代表） 新型コロナウイルス感染拡大により中止 新型コロナウイルス感染拡大により中止

O-50

O-60

O-70
第13回

【　2020年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

カテゴリー 全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニアサッカー大会
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第7回 千葉県千葉市 第7回 北海道函館市 第13回 群馬県前橋市

西湘Wing'sFC　（第1代表） 地震の影響により、大会中止 横浜シニア　（総合4位）

第18回 千葉県市原市 第18回 熊本県大津町 第13回 東京都清瀬市

川崎シニアSC50　（第3代表） 川崎シニアSC50　（予選リーグ：3位） Azul神奈川FC　（総合2位）

第20回 千葉県千葉市 第19回 静岡県藤枝市 第14回 山梨県昭和町

茅ヶ崎ウエスト60　（予選敗退） （出場なし） 神奈川四十雀SC60　（総合6位）

第10回 栃木県宇都宮市 静岡県藤枝市 第7回 千葉県市原市

茅ヶ崎シニア70　（第1代表） 茅ヶ崎シニア70　（グループE：第1位） 全国大会関東予選会と兼用

O-50

O-60

O-70
★オープン大会

【　2019年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

カテゴリー 全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニアサッカー大会
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第6回 栃木県宇都宮市 第6回 大阪府堺市 第12回 千葉県市原市

Bon De Bola藤沢　（予選敗退） （出場なし） 横浜シニア　（総合2位）

第17回 山梨県昭和町 第17回 大阪府堺市 第12回 神奈川県横浜市

Azul神奈川FC　（予選敗退） （出場なし） 藤沢マスターズ50　（総合2位）

第19回 千葉県市原市 第18回 静岡県藤枝市 第13回 栃木県宇都宮市

茅ヶ崎FCえぼし　（予選敗退） （出場なし） 湘南茅ヶ崎FC赤羽根60　（総合6位）

第9回 群馬県前橋市 静岡県藤枝市 第6回 千葉県市原市

茅ヶ崎70雀　（第1代表） 茅ヶ崎70雀　（Bブロック：第1位） 全国大会関東予選会と兼用

O-50

O-60

O-70
★オープン大会

【　2018年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

カテゴリー 全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニア選手権大会
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第5回 栃木県宇都宮市 第5回 大阪府堺市 第11回 山梨県昭和町

横浜シニア　（第2代表） 横浜シニア　（優勝） Bon De Bola藤沢　（総合5位）

第16回 栃木県宇都宮市 第16回 大阪府堺市 第11回 埼玉県さいたま市

Azul神奈川FC　（第1代表） Azul神奈川FC　（準優勝） 藤沢マスターズ50　（総合2位）

第18回 千葉県市原市 第17回 静岡県藤枝市 第12回 栃木県宇都宮市

横須賀メジャー　（予選敗退） （出場なし） 神奈川四十雀SC60　（総合7位）

第8回 千葉県市原市 静岡県藤枝市 第5回 千葉県市原市

茅ヶ崎70雀　（第3代表） 茅ヶ崎70雀　（Bブロック：第1位） 全国大会関東予選会と兼用

O-50

O-60

O-70
★オープン大会

【　2017年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

カテゴリー 全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニア選手権大会
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第4回 茨城県ひたちなか市 第4回 静岡県藤枝市 第10回 栃木県宇都宮市

横浜シニア　（第2代表） Bon De Bola藤沢　（総合7位）

第15回 茨城県ひたちなか市 第15回 秋田県秋田市 第10回 群馬県前橋市

ウイットグランドマスターズ　（予選敗退） （出場なし） Azul神奈川FC　（総合3位）

第17回 千葉県市原市 第16回 長野県松本市 第11回 東京都清瀬市

横須賀メジャー　（予選敗退） （出場なし） 茅ヶ崎FCえぼし　（Bブロック：3位）

第7回 千葉県市原市 長野県松本市 第4回 千葉県市原市

茅ヶ崎70雀　（第3代表） 茅ヶ崎70雀　（Bブロック：第2位） 全国大会関東予選会と兼用

O-50

O-60

O-70
★オープン大会

【　2016年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

カテゴリー 全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニア選手権大会

O-40
横浜シニア　（決勝トーナメント：1回戦敗退）



第3回 神奈川県藤沢市 第3回 大阪府堺市 第9回 茨城県ひたちなか市

横浜シニア　（予選敗退） （出場なし） Bon De Bola藤沢　（総合優勝）

第14回 東京都世田谷区 第14回 静岡県藤枝市 第9回 千葉県千葉市

Azul神奈川FC　（予選敗退） （出場なし） 横須賀シニアサッカークラブ　（総合5位）

第16回 千葉県市原市 第15回 北海道夕張市 第10回 埼玉県熊谷市

横須賀シニアサッカークラブ　（総合3位） 横須賀シニアSC　（Cグループ：第2位） FC丹沢　（総合6位）

第6回 千葉県市原市 北海道夕張市 第3回 千葉県市原市

茅ヶ崎70雀　（予選敗退） （出場なし） 全国大会関東予選会と兼用

O-50

O-60

O-70
★オープン大会

【　2015年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

カテゴリー 全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニア選手権大会
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第2回 神奈川県藤沢市 第2回 大阪府堺市 第8回 東京都世田谷区・北区

横浜シニア　（予選敗退） （出場なし） Bon De Bola藤沢　（総合2位）

第13回 神奈川県横浜市 第13回 第8回 山梨県中巨摩郡昭和町

Azul神奈川FC　（予選敗退） （出場なし） 神奈川ドリーム　（総合6位）

第15回 千葉県市原市 第14回 静岡県藤枝市 第9回 埼玉県熊谷市

横須賀メジャー60　（予選敗退） （出場なし） FC丹沢　（総合6位）

第5回 千葉県市原市 静岡県藤枝市 第2回 千葉県市原市

茅ヶ崎70雀　（第3代表） 神奈川70ウエスト（Bグループ：第1位） 全国大会関東予選会と兼用

O-50

O-60

O-70
★オープン大会

【　2014年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

カテゴリー 全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニア選手権大会
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第1回 埼玉県熊谷市 第1回 大阪府堺市 第7回 神奈川県藤沢市

横浜シニア　（予選敗退） （出場なし） Bon De Bola藤沢　（総合1位）

第12回 埼玉県浦和市 第12回 静岡県藤枝市 第7回 栃木県宇都宮市

Azul神奈川FC　（予選敗退） （出場なし） ウイットグランドマスターズ　（総合6位）

第14回 千葉県市原市 第13回 秋田県にかほ市・由利本荘市 第8回 群馬県前橋市

横須賀メジャー60　（予選敗退） （出場なし） 茅ヶ崎FCえぼし　（総合6位）

第4回 千葉県市原市 秋田県にかほ市・由利本荘市 第1回 千葉県市原市

神奈川70ウエスト　（総合3位） 神奈川70雀　（Cグループ：第3位） 全国大会関東予選会と兼用

全国大会　関東予選会 全国大会 関東シニア選手権大会

【　2013年度　全国大会・関東大会　カテゴリー別出場チーム一覧表　】

★オープン大会

カテゴリー
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