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西暦 和号 回数 学校 県 学校 県 学校 県 学校 県 県 開催市
２０１９年 令和元年 第４１回
２０１８年 平成３０年 第４０回 弥富北 愛知 四日市メリノール学院 三重 長良 愛知 藤枝順心 静岡 岐阜 高山市
２０１７年 平成２９年 第３９回 長良 愛知 浜松開誠館 静岡 市立沼津 静岡 白子 三重 静岡 静岡市
２０１６年 平成２８年 第３８回 藤浪 愛知 長良 愛知 浜松学院 静岡 常葉学園 静岡 愛知 東海市
２０１５年 平成２７年 第３７回 藤波 愛知 長良 愛知 藤枝順心 静岡 神戸 三重 三重 名張市
２０１４年 平成２６年 第３６回 藤浪 愛知 常葉学園 静岡 朝明 三重 若水 愛知 岐阜 高山市
２０１３年 平成２５年 第３５回 藤浪 愛知 若水 愛知 朝明 三重 翔洋 静岡 愛知 豊橋市
２０１２年 平成２４年 第３４回 若水 愛知 常葉学園 静岡 浜松開誠館 静岡 朝明 三重 静岡 浜松市
２０１１年 平成２３年 第３３回 若水 愛知 桜 三重 常葉学園 静岡 藤波 愛知 愛知 名古屋市
２０１０年 平成２２年 第３２回 若水 愛知 朝明 三重 常葉学園 静岡 桜 三重 三重 名張市
２００９年 平成２１年 第３１回 若水 愛知 常葉 静岡 藤浪 愛知 朝明 三重 岐阜 高山市
２００８年 平成２０年 第３０回 沼津高校 静岡 常葉 静岡 朝明 三重 千代崎 三重 静岡 静岡市
２００７年 平成１９年 第２９回 若水 愛知 翔洋 静岡 南陽 愛知 神戸 三重 愛知 名古屋市
２００６年 平成１８年 第２８回 猪子石 愛知 常葉 静岡 沼津高校 静岡 多度 三重 三重 名張市
２００５年 平成１７年 第２７回 常葉 静岡 南陽 愛知 市立沼津 静岡 朝明 三重 岐阜 高山市
２００４年 平成１６年 第２６回 常葉 静岡 朝明 三重 大治 愛知 千代崎 三重 静岡 藤枝市
２００３年 平成１５年 第２５回 大治 愛知 翔洋 静岡 猪子石 愛知 常葉 静岡 愛知 名古屋市
２００２年 平成１４年 第２４回 猪子石 愛知 南陽 愛知 常葉 静岡 朝明 三重 三重 名張市
２００１年 平成１３年 第２３回 大治 愛知 南陽 愛知 常葉 静岡 中山 岐阜 岐阜 高山市
２０００年 平成１２年 第２２回 大治 愛知 南陽 愛知 長良 三重 岳陽 静岡 静岡 焼津市
１９９９年 平成１１年 第２１回 常葉 静岡 大治 愛知 千代崎 三重 中津二 岐阜 愛知 東海市
１９９８年 平成１０年 第２０回 猪子石 愛知 常葉 静岡 千代崎 三重 東山 岐阜 三重 津市
１９９７年 平成　９年 第１９回 猪子石 愛知 大岡 静岡 長良 三重 常葉 静岡 岐阜 岐阜市
１９９６年 平成　８年 第１８回 千種台 愛知 港北 愛知 川越 三重 大岡 静岡 静岡 浜松市
１９９５年 平成　７年 第１７回 港北 愛知 千種台 愛知 中山 岐阜 南が丘 三重 愛知 東海市
１９９４年 平成　６年 第１６回 千種台 愛知 桜 三重 長島 三重 新津 静岡 三重 名張市
１９９３年 平成　５年 第１５回 千種台 愛知 港北 愛知 南が丘 三重 東山 岐阜 岐阜 岐阜市
１９９２年 平成　４年 第１４回 千種台 愛知 雄踏 静岡 可美 静岡 港北 愛知 静岡 静岡市
１９９１年 平成　３年 第１３回 千種台 愛知 雄踏 静岡 石尾台 愛知 清水南 静岡 愛知 名古屋市
１９９０年 平成　２年 第１２回 港北 愛知 千種台 愛知 富田 三重 細江 静岡 三重 名張市
１９８９年 平成　元年 第１１回 千種台 愛知 港北 愛知 積志 静岡 西遠女子 静岡 岐阜 岐阜市
１９８８年 昭和６３年 第１０回 富田 三重 桜 三重 西遠女子 静岡 千種台 愛知 静岡 浜松市
１９８７年 昭和６２年 第　９回 守山 愛知 千種台 愛知 雄踏 静岡 陶都 岐阜 愛知 蒲郡市
１９８６年 昭和６１年 第　８回 守山 愛知 雄踏 静岡 常磐 三重 東 静岡 三重 名張市
１９８５年 昭和６０年 第　７回 守山 愛知 千種台 愛知 雄踏 静岡 興文 岐阜 岐阜 岐阜市
１９８４年 昭和５９年 第　６回 守山 愛知 雄踏 静岡 豊正 愛知 常磐 三重 静岡 浜松市
１９８３年 昭和５８年 第　５回 守山 愛知 豊橋中部 愛知 東 静岡 白鳥 三重 愛知 名古屋市
１９８２年 昭和５７年 第　４回 守山 愛知 興文 岐阜 静岡東 静岡 裾野東 静岡 三重 四日市市
１９８１年 昭和５６年 第　３回 守山 愛知 豊岡 愛知 興文 岐阜 静岡東 静岡 岐阜 岐阜市
１９８０年 昭和５５年 第　２回 守山 愛知 三ケ日 静岡 庄内 静岡 朝陽 三重 静岡 静岡市
１９７９年 昭和５４年 第　１回 守山 愛知 豊岡 愛知 江西 静岡 城内 静岡 愛知 名古屋市
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