
年 回 開催地 優　勝 準優勝

S.54 1 横　浜 三ケ日中　(静岡) 桃山中　(山口) 五條中　(奈良) 式下中　(奈良)

S.55 2 横　浜 潮田中　(神奈川) 美濃加茂東中　(岐阜) 豊明中　(愛知) 宇野中　(岡山)

S.56 3 横　浜 帯山中　(熊本) 末広中　(静岡) 広畑中　(兵庫) 協和中　(茨城)

S.57 4 横　浜 城東中　(秋田) 鏡中　(熊本) 開進第四中　(東京) 大山中　(山形)

S.58 5 横　浜 宝殿中　(兵庫) 習志野第二中　(千葉) 高岡中　(宮崎) 富士宮第二中　(静岡)

S.59 6 奈　良 城南中　(大分) 伊奈波中　(岐阜) 高岡中　（石川） 浜田第一中　(島根)

S.60 7 札　幌 一宮中　(兵庫) 小山中　(栃木) 北島中　(徳島) 明和中　(和歌山)

S.61 8 成　田 相浦中　(長崎) 日高中　(和歌山) 刈谷東中　(愛知) 阿南第一中　(徳島)

S.62 9 静　岡 帖佐中　(鹿児島) 星稜中　(石川) 弘前第二中　(青森) 山梨南中　(山梨)

S.63 10 盛　岡 玉東中　(熊本) 桜田中　(愛知) 真正中　(岐阜) 津久見第二中　(大分)

H. 1 11 岡　山 開進第四中　(東京) 尾鷲中　(三重) 河北台中　(石川) 本部中　(沖縄)

H. 2 12 鳴　門 松洋中　(和歌山) 八代第二中　(熊本) 港南中　(北海道) 赤穂東中　(兵庫)

H. 3 13 北九州 東光中　(北海道) 右田中　(山口) 栃木東中　(栃木) 三ケ日中　(静岡)

H. 4 14 金　沢 鹿島中　(兵庫) 城南中　(佐賀) 星稜中　(石川) 天王寺川中　(兵庫)

H. 5 15 奈　良 星稜中　(石川) 郡山南中　(奈良) 笠原中　(茨城) 八幡中　(愛知)

H. 6 16 札　幌 東海大第一中　(静岡) 若草中　(山梨) 星稜中　(石川) 由良港中　(和歌山)

H. 7 17 宇都宮 八代第六中　(熊本) 成南中　(大阪) 啓北中　(北海道) 鹿沼西中　(栃木)

H. 8 18 四日市 吉田中　(静岡) 諸富中　(佐賀) 八竜中　(秋田) 二見中　(三重)

H. 9 19 松　山 美須賀中　(愛媛) 諸富中　(佐賀) 富士宮第一中　(静岡) 片塩中　(奈良)

H.10 20 仙　台 星稜中　(石川) 三和中　(沖縄) 東林中　(神奈川) 常盤平中　(千葉)

H.11 21 富　山 原中　(福岡) 高洲中　(静岡) 白河中央中(福島) 里庄中　(岡山)

H.12 22 大　分 明徳義塾中　(高知) 星稜中　(石川) 城東中　(大分) 桑中　(栃木)

H.13 23 倉　敷 明徳義塾中　(高知) 松戸第六中　(千葉) 御所中　(奈良) 江津中　(島根)

H.14 24 奈　良 宇野中　（岡山） 玉城中　(三重) 河北中　(山形) 修徳学園中　(東京)

H.15 25 岩見沢 明徳義塾中　(高知) 修徳学園中　(東京) 周陽中　(山口) 内出中　(神奈川)

H.16 26 水　戸 習志野第二中　(千葉) 桜井中　(富山) 中城中　(沖縄) 鉾田南中　(茨城)

H.17 27 静　岡 明徳義塾中　(高知) しらかし台中　(宮城) 前橋第一中　(群馬) 足立第九中　(東京)

H.18 28 松　山 福岡中　(岩手) 飯山中　(香川) 城南中　(佐賀) 吉田中　(新潟)

H.19 29 秋　田 嘉手納中　（沖縄） 与勝中　（沖繩） 島田第二中　（静岡） 荒井中　（兵庫）

H.20 30 長　野 星稜中　（石川） 東海大翔洋中　（静岡） 大谷中　（福岡） 七林中　（千葉）

H.21 31 沖　縄 諸富中　（佐賀） 東海大翔洋中　（静岡） 富来中　（石川） 佐敷中　（沖縄）

H.22 32 倉　敷 常葉学園橘中　(静岡) 海星中　(三重) 上三川中　(栃木) 三本木中　(青森)

H.23 33 和歌山 諸富中　（佐賀） 奥田中　（富山） 魚住東中　（兵庫） 城山中　（愛知）

H.24 34 前　橋 学文中　（兵庫） 星稜中　（石川） 大東中　（島根） 松陽中　（兵庫）

H.25 35 豊　橋 種子島中　（鹿児島） 西原中　（沖縄） 海星中　（三重） 桐蔭学園中　（神奈川）

H.26 36 徳　島 仙台育英秀光中　（宮城） 中標津中　（北海道） 東海大翔洋中　（静岡） 直江津中　（新潟）

H.27 37 福　島 門川中　（宮崎） 仙台育英秀光中　（宮城） 氷見北部中　（富山） 上一色中　（東京）

H.28 38 新　潟 宇ノ気中（石川） 上一色中　（東京） 仙台育英秀光中　（宮城） 玖珂中（山口）

H.29 39 宮　崎 白翔中(北海道) 朝日中学校(愛知) 仙台育英秀光中　（宮城） 鳥取中（北海道）

H.30 40 広　島 高知中(高知) 仙台育英秀光中　（宮城） 駿台学園中（東京） 上一色中　（東京）

R. 1 41 滋　賀 浅川中（福岡） 高知中(高知) 日進中（和歌山） 仙北中（秋田）
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