
■中体連　全国大会 女子

西暦 和号 回数 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 開催市
２０１９年 令和元年 第４９回
２０１８年 平成３０年 第４８回 東京 八王子第一 大阪 取石 兵庫 梁瀬 新潟 新潟清心女子 山口 山口市他
２０１７年 平成２９年 第４７回 埼玉 豊野 福岡 二鳥 大阪 大阪薫英 京都 京都精華 沖縄 那覇市他
２０１６年 平成２８年 第４６回 埼玉 豊野 京都 京都精華 愛知 長良 福岡 二島 福井 福井市他
２０１５年 平成２７年 第４５回 埼玉 所沢山口 石川 布水 神奈川 坂本 愛知 長良 岩手 一関市他
２０１４年 平成２６年 第４４回 福岡 折尾 愛知 藤浪 埼玉 山口 大阪 薫英女学院 香川 高松，丸亀他

２０１３年 平成２５年 第４３回 愛知 藤浪 三重 朝明 埼玉 山口 愛知 若水 静岡 浜松・袋井
２０１２年 平成２４年 第４２回 宮崎 五十市 愛知 若水 静岡 常葉学園 山口 日新 埼玉 さいたま市
２０１１年 平成２３年 第４１回 愛知 若水 東京 八王子第一 埼玉 豊野 香川 飯山 滋賀 野洲他
２０１０年 平成２２年 第４０回 愛知 若水 福岡 高見 大分 南大分 新潟 鳥屋野 広島 広島市
２００９年 平成２１年 第３９回 沖縄 北谷 福岡 津屋崎 東京 八王子第一 埼玉 埼玉栄 鹿児島 鹿児島市
２００８年 平成２０年 第３８回 千葉 昭和学院 東京 東京成徳 愛媛 南第二 沖縄 ゴザ 新潟 新潟市他
２００７年 平成１９年 第３７回 東京 八王子第一 埼玉 埼玉栄 福島 白河中央 京都 京都精華 山形 山県市他
２００６年 平成１８年 第３６回 東京 東京成徳 福岡 折尾 静岡 常葉学園 愛知 猪子石 高知 高知市
２００５年 平成１７年 第３５回 東京 東京成徳 大阪 樟蔭東 大分 中津 静岡 常葉学園 岐阜 高山市 那加 予選
２００４年 平成１６年 第３４回 東京 東京成徳 埼玉 児玉 大阪 樟蔭東 福岡 折尾 東京 東京都
２００３年 平成１５年 第３３回 福岡 折尾 愛知 猪子石 長崎 深江 東京 東京成徳 北海道 札幌市
２００２年 平成１４年 第３２回 埼玉 児玉 熊本 桜木 茨城 藤代南 愛知 南陽 兵庫 西宮尼崎宝塚

２００１年 平成１３年 第３１回 東京 東京成徳 愛知 大治 埼玉 児玉 長崎 純心 島根 松江
２０００年 平成１２年 第３０回 東京 東京成徳 長崎 深江 大阪 樟蔭東 東京 聖ケ丘 福岡 北九州
１９９９年 平成１１年 第２９回 福岡 折尾 千葉 昭和学院 愛媛 城東 愛知 大治 福井 福井三国金津

１９９８年 平成１０年 第２８回 愛知 猪子石 静岡 常葉学園 東京 東京成徳 秋田 大曲 秋田 秋田市
１９９７年 平成　９年 第２７回 愛知 猪子石 山形 山形第一 茨城 豊里 三重 長島 愛媛 松山市
１９９６年 平成　８年 第２６回 東京 町田市堺 北海道 手稲東 東京 東京成徳 福岡 木城 三重 伊勢市
１９９５年 平成　７年 第２５回 愛知 千種台 群馬 太田北 福岡 折尾 千葉 昭和学院 千葉 船橋市 中山 予選
１９９４年 平成　６年 第２４回 福岡 折尾 沖縄 安慶田 茨城 岩井東 栃木 豊郷 北海道 旭川市
１９９３年 平成　５年 第２３回 愛知 千種台 愛媛 雄新 兵庫 伊丹南 熊本 山鹿 大阪 大阪市
１９９２年 平成　４年 第２２回 福岡 折尾 秋田 八郎潟 秋田 角館 千葉 市川第六 富山 富山市
１９９１年 平成　３年 第２１回 千葉 古和釜 愛知 石尾台 静岡 雄踏 福岡 折尾 沖縄 沖縄市
１９９０年 平成　２年 第２０回 秋田 八郎潟 大阪 豊津 千葉 古和釜 山形 中山 徳島 徳島市
１９８９年 平成　元年 第１９回 東京 中野三 秋田 八郎潟 大阪 豊津 香川 香川一 山口 山口市
１９８８年 昭和６３年 第１８回 埼玉 和光二 熊本 鹿南 東京 中野三 三重 富田 秋田
１９８７年 昭和６２年 第１７回 愛知 守山 埼玉 和光二 宮城 女川一 石川 根上 愛知 蒲郡市
１９８６年 昭和６１年 第１６回 愛知 守山 神奈川 笹下 静岡 雄踏 神奈川 大道 栃木 宇都宮市
１９８５年 昭和６０年 第１５回 愛知 守山 石川 根上 埼玉 和光第二 秋田 大曲 北海道 札幌市
１９８４年 昭和５９年 第１４回 愛知 守山 秋田 仙南 京都 桂 茨城 取手二 京都 京都市
１９８３年 昭和５８年 第１３回 愛知 守山 秋田 井川 福岡 熊西 静岡 東 山梨 河口湖町
１９８２年 昭和５７年 第１２回 愛知 守山 佐賀 諸富 秋田 生保内 兵庫 中町 鳥取 鳥取市 興文 予選
１９８１年 昭和５６年 第１１回 愛知 守山 愛媛 三瓶 熊本 東野 千葉 松戸第三 奈良 奈良市
１９８０年 昭和５５年 第１０回 愛知 守山 東京 東久留米南 兵庫 福田 兵庫 中町 群馬 高崎市
１９７９年 昭和５４年 第９回 埼玉 新座三 愛知 守山 茨城 那珂二 東京 東久留米南 島根 松江市
１９７８年 昭和５３年 第８回 千葉 習志野台 兵庫 中町 千葉 高根台 東京 久留米 滋賀 大津市
１９７７年 昭和５２年 第７回 秋田 秋田東 東京 武蔵野二 島根 松江一 福岡 引野 栃木 宇都宮市
１９７６年 昭和５１年 第６回 神奈川 希望ケ丘 秋田 大曲南 沖縄 名護羽知 東京 保谷 静岡
１９７５年 昭和５０年 第５回 静岡 片浜 山形 山形第三 石川 根上 東京 武蔵野二 東京
１９７４年 昭和４９年 第４回 埼玉 上尾 埼玉 志木 石川 根上 東京 保谷 東京
１９７３年 昭和４８年 第３回 長崎 桜馬場 埼玉 志木 東京 大妻 福岡 引野 東京
１９７２年 昭和４７年 第２回 富山 砺波出町 静岡 安東 埼玉 志木 大阪 三国丘 東京
１９７１年 昭和４６年 第１回 福岡 槻田 東京 北 山形 酒田第一 鳥取 羽合北瞑 東京

開　催　地 岐阜県女子 優勝 準優勝 ３位


