
回数 年度 開催県

福岡 西福岡 新潟 鳥屋野 兵庫 高須 沖縄 コザ

埼玉 豊野 福岡 二島 大阪 大阪薫英 京都 京都精華

東京 実践学園 岡山 玉島北 大分 別府北部 愛知 岩成台

埼玉 所沢山口 石川 布水 埼玉 坂本 愛知 長良

石川 布水 東京 実践学園 新潟 鳥屋野 静岡 浜松学院

福岡 折尾 愛知 藤浪 埼玉 山口 大阪 大阪薫英

静岡 浜松学院 福岡 西福岡 東京 実践学園 東京 梅丘

愛知 藤浪 三重 朝明 埼玉 山口 愛知 若水

福岡 西福岡 富山 奥田 埼玉 大石 愛媛 拓南

宮崎 五十市 愛知 若水 静岡 常葉学園 山口 日新

埼玉 大石 福岡 西福岡 北海道 東海大第四 石川 布水

愛知 若水 東京 八王子第一 埼玉 豊野 香川 飯山

新潟 本丸 福岡 筑紫野 青森 津軽 東京 京北

愛知 若水 福岡 高見 大分 南大分 新潟 鳥屋野

東京 京北 鹿児島 清水 石川 布水 青森 津軽

沖縄 北谷 福岡 津屋崎 東京 八王子第一 埼玉 埼玉栄

新潟 本丸 東京 京北 千葉 習志野第五 福岡 福岡

千葉 昭和学院 東京 東京成徳大 沖縄 コザ 愛媛 南第二

山形 山形第六 東京 京北 新潟 本丸 北海道 東海大第四

東京 八王子第一 埼玉 埼玉栄 福島 白河中央 京都
京都精華女

子
福岡 木屋瀬 北海道 東海大第四 新潟 本丸 新潟 鳥屋野

東京 東京成徳大 福岡 折尾 静岡 常葉学園 愛知 猪子石

埼玉 新座第四 新潟 山潟 福岡 百道 山形 山形第六

東京 東京成徳大 大阪 樟蔭東 大分 中津 静岡 常葉学園

沖縄 北中城 埼玉 春日部 神奈川 東海大相模 岡山 操山

東京 東京成徳大 埼玉 児玉 大阪 樟蔭東 福岡 折尾

大阪 藤田 青森 津軽 秋田 井川 新潟 鳥屋野

福岡 折尾 愛知 猪子石 長崎 深江 東京 東京成徳大

千葉 習志野第一 長崎 滑石 北海道 平岡緑 広島 五日市観音

埼玉 児玉 熊本 桜木 茨城 藤代南 愛知 南陽

島根 湖東 三重 創徳 福岡 飛幡 東京 京北

東京 東京成徳大 愛知 大治 埼玉 児玉 長崎 純心

秋田 湯沢北 愛知 猪高 福岡 百道 新潟 本丸

東京 東京成徳大 長崎 深江 大阪 樟蔭東 東京 聖ヶ丘

東京 京北 愛媛 余土 愛知 萩山 山口 小野

福岡 折尾 千葉 昭和学院 愛媛 城東 愛知 大治

沖縄 コザ 大阪 山田 福島 野田 新潟 光晴

愛知 猪子石 静岡 常葉学園 東京 東京成徳大 秋田 大曲

愛知 萩山 山口 東部 茨城 伊奈 沖縄 豊見城

愛知 猪子石 山形 山形第一 茨城 豊里 三重 長島

新潟 鳥屋野 新潟 木崎 山口 長府 神奈川 汲沢

東京 堺 北海道 手稲東 東京 東京成徳大 福岡 木城

京都 洛西 東京 聖ヶ丘 神奈川 大道 大阪 今津

愛知 千種台 群馬 太田北 福岡 折尾 千葉 昭和学院

沖縄 長嶺 栃木 雀宮 群馬 桐生西 静岡 新居

福岡 折尾 沖縄 安慶田 茨城 岩井東 栃木 豊郷

福岡 長丘 愛知 城北 京都 西加茂 京都 洛西

愛知 千種台 愛媛 雄新 兵庫 伊丹南 熊本 山鹿

富山 石川 布水 福島 信夫 岐阜 興文 沖縄 豊見城

新潟 福岡 折尾 秋田 八郎潟 秋田 角館 千葉 市川第六

沖縄 与勝 静岡 新居 徳島 石井 京都 藤森

千葉 古和釜 愛知 石尾台 静岡 勇踏 福岡 折尾

静岡 新居 宮城 桜丘 東京
学芸大学竹

早
栃木 雀宮

秋田 八郎潟 大阪 豊津 千葉 古和釜 山形 中山

茨城 筑波西 愛知 城北 茨城 桜川 富山 南星

東京 中野第三 秋田 八郎潟 大阪 豊津 香川 香川第一

埼玉 新栄 大阪 長瀬 東京 明星 山口 長府

埼玉 和光第二 熊本 鹿南 東京 中野第三 三重 冨田

46 H28 沖縄

45 H27 岩手

18 S63 秋田

20 H2 徳島

19 H1 山口

23 H5 大阪

22 H4

21 H3 沖縄

25 H7 千葉

24 H6 北海道

27 H9 愛媛

26 H8 三重

29 H11 福井

28 H10 秋田

31 H13 島根

30 H12 福岡

33 H15 北海道

32 H14 兵庫

35 H17 岐阜

34 H16 東京

37 H19 山形

36 H18 高知

39 H21 鹿児島

38 H20 新潟

40 H22 広島

43 H25 静岡

42 H24 埼玉

優　　勝 準優勝 第　３　位

44 H26 香川

41 H23 滋賀

47 H29 山口
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沖縄 美東 石川 芦城 愛知 甲山 岐阜 興文

愛知 守山 埼玉 光二 宮崎 女川第一 石川 根上

大阪 長瀬 山口 東部 茨城 取手第二 静岡 開成

愛知 守山 神奈川 笹下 静岡 雄踏 神奈川 大道

大阪 長瀬 宮城 桜丘 東京 大門 沖縄 北谷

愛知 守山 石川 根上 埼玉 和光第二 秋田 大曲

新潟 東石山 群馬 佐波東 大阪 長瀬 富山 堀川

愛知 守山 秋田 仙南 京都 桂 茨城 取手第二

神奈川 汲沢 埼玉 向陽 福岡 足立 大阪 長瀬

愛知 守山 秋田 井川 福岡 熊西 静岡 東

群馬 境野 秋田 五城目第一 山口 長府 茨城 友部

愛知 守山 佐賀 諸富 秋田 生保内 兵庫 中町

東京 小岩第一 滋賀 瀬田 北海道 発寒 徳島 八万

愛知 守山 愛媛 三瓶 熊本 東野 千葉 松戸第三

沖縄 コザ 東京 文京第五 京都 洛星 群馬 富岡

愛知 守山 東京 東久留米南 兵庫 福田 兵庫 中町

山口 彦島 島根 松江第三 石川 根上 京都 洛星

埼玉 新座第三 愛知 守山 茨城 那珂第二 東京 東久留米南

東京 立川第五 京都 洛星 滋賀 瀬田 東京 砧

千葉 習志野台 兵庫 中町 千葉 高根台 東京 久留米

埼玉 新座第二 石川 根上 岐阜 中山 千葉 船橋

秋田 秋田東 東京 武蔵野第二 島根 松江第一 福岡 引野

静岡 静岡東 埼玉 富士見 埼玉 日進 長崎 片渕

神奈川 希望ヶ丘 秋田 大曲南 沖縄 名護羽知 東京 保谷

茨城 豊里 東京 立教 石川 根上 東京 大久保

静岡 片浜 山形 山形第三 石川 根上 東京 武蔵野第二

兵庫 衣川 沖縄 山内 滋賀 守山 東京 馬込東

埼玉 上尾 埼玉 志木 石川 根上 東京 保谷

埼玉 日進 福岡 宗像中央 島根 松江第四 京都 洛星

長崎 桜馬場 埼玉 志木 東京 大妻 福岡 引野

東京 大久保 茨城 土浦第五 愛知 羽田 大阪 西

富山 出町 静岡 安東 埼玉 志木 大阪 三国丘

石川 根上 兵庫 高取台 新潟 城北 北海道 新川

福岡 槻田 東京 北 山形 酒田第一 鳥取 羽合北溟

2 S47 東京

1 S46 東京

4 S49 東京

3 S48 東京

6 S51 静岡

5 S50 東京

8 S53 滋賀

7 S52 栃木

10 S55 群馬

9 S54 島根

12 S57 鳥取

11 S56 奈良

14 S59 京都

13 S58 山梨

16 S61 栃木

15 S60 北海道

17 S62 愛知


