
第50回 第51回 第52回 第53回 第54回 第55回 第56回
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

１位 拓南（愛） 松前（愛） 久米(愛) 香東(香) 今治南(愛) 石井(徳)

２位 西部（高） 久米（愛） 内宮(愛) 久米(愛) 海陽(徳) 勝山(愛)

１位 小松島（徳） 勝山（愛） 勝山(愛) 勝山(愛) 丸亀西(香) 丸亀西(香)

２位 新居浜東（愛） 道後（愛） 丸亀西(香) 丸亀西(香) 勝山(愛) 石井(徳)

第43回 第44回 第45回 第46回 第47回 第48回 第49回
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

１位 善通寺東(香) 津田(徳) 香東(香) 愛宕(高) 拓南(愛) 久米(愛) 高知（高）

２位  雄新(愛) 愛宕(高) 丸亀東(香) 丸亀東(香) 久米(愛) 拓南(愛) 香東（香）

１位  飯山(香) 勝山(愛) 南第二(愛) 南第二(愛) 南第二(愛) 飯山(香) 飯山（香）

２位  勝山(愛) 八万(徳) 港南(愛) 港南(愛) 新居浜東(愛) 南第二(愛) 南第二（愛）

第36回 第37回 第38回 第39回 第40回 第41回 第42回
平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

１位  松山西(愛） 余土(愛) 久米(愛) 久米(愛) 飯山(香) 鴨川(愛) 久米(愛)

２位  岡田(愛) 甲浦(高) 松山西(愛) 三津浜(愛) 津田(徳) 石井(徳) 南部(徳)

１位  城東(愛) 城東(愛) 鳴門一(徳) 鳴門一(徳) 南第二(愛) 南第二(愛) 鳴門一(徳)

２位  新居浜西(愛) 道後(愛) 城東(愛) 善通寺東(香) 善通寺東(香) 石井(徳) 三里(高)

第29回 第30回 第31回 第32回 第33回 第34回 第35回
平成3度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度

１位  城西(愛) 雄新(愛) 雄新(愛) 鳴門一(徳) 松山西(愛) 海南(徳) 鳴門一(徳)

２位  石井(徳) 国分寺(香) 太田(香) 鳴門二(徳) 津田(愛) 阿南(徳) 牟岐(徳)

１位  香川一(香) 川之江南(愛) 雄新(愛) 宍喰(徳) 新居浜西(愛) 川之江南(愛) 新居浜西(愛)

２位  八代(愛) 土佐女子(高) 応神(徳) 桑原(愛) 鳴門二(徳) 岡田(愛) 雄新(愛)

第22回 第23回 第24回 第25回 第26回 第27回 第28回
昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成2年度

１位 雄新(愛) 観音寺(香) 勝山(愛) 雄新(愛) 松山東(愛) 城西(愛) 雄新(愛)

２位  香川一(香) 勝山(愛) 八万(徳) 太田(香) 八万(徳) 富田(徳) 石井(徳)

１位  保内(愛) 八代(愛) 八代(愛) 中島(愛) 中島(愛) 香川一(香) 今治西(愛)

２位  牟礼(香) 板野(徳) 牟岐(徳) 香川一(香) 香川一(香) 今治西(愛) 香川一(香)

第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回
昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度

１位 愛宕(高) 宍喰(徳) 牟岐(徳) 八万(徳) 八万(徳) 加茂名(徳) 八万(徳)

２位  白峰(香) 土佐(高) 甲浦(高) 附属坂出(香) 愛宕(高) 甲浦(高) 東(愛)

１位  南海(高) 三瓶(愛) 鳴門一(徳) 潮江(高) 三瓶(愛) 土居(愛) 保内(愛)

２位  牟岐(徳) 大川(香) 三瓶(愛) 牟岐(徳) 応神(徳) 三加茂(徳) 青柳(高)

第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回
昭和45年度 昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度

男子 １位  協和(香) 甲浦(高) 海南(徳) 甲浦(高) 海南(徳) 牟岐(徳) 宍喰(徳)

女子 １位  大川(香) 桜町(香) 大川(香) 八予(愛) 港南(愛) 大川(香) 南海(高)

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回
昭和38年度 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度

男子 １位 牟岐(徳) 善通寺西(香) 甲浦(高) 朝倉(高) 八万(徳) 甲浦(高)

女子 １位 新居浜東(愛) 新居浜東(愛) 新居浜東(愛) 新居浜東(愛) 大川(香) 高野(高)
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四国総合体育大会(バスケットボール競技)　過去の栄光
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　　第１回四国総体は
バスケットボール競技は

開催されなかった。
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