
回数 年度 開催地 学校名 回数 年度 開催地 学校名
第１回 昭和２年 第51回 昭和58年 瑞穂 近大附
第２回 昭和３年 第52回 昭和59年 秋田 近大附
第３回 昭和４年 第53回 昭和60年 金沢 藤村女子
第４回 昭和５年 第54回 昭和61年 松江 近大附
第５回 昭和６年 第55回 昭和62年 函館 愛知淑徳
第６回 昭和７年 第56回 昭和63年 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 近大附
第７回 昭和８年 第57回 平成元年 春野 品川
第８回 昭和９年 第58回 平成２年 仙台 近大附
第９回 昭和10年 第59回 平成３年 静岡 愛知淑徳
第10回 昭和11年 神宮 京都二女 第60回 平成４年 宮崎 近大附
第11回 昭和12年 甲子園 土肥 第61回 平成５年 宇都宮 近大附
第12回 昭和13年 神宮 椙山 第62回 平成６年 高岡 近大附
第13回 昭和14年 甲子園 土肥 第63回 平成７年 米子 武蔵野
第14回 昭和15年 甲子園 東京四 第64回 平成８年 甲府 近大附
第15回 昭和22年 宝塚 広島市立 第65回 平成９年 宇治 近大附
第16回 昭和23年 振甫 東都四 第66回 平成10年 高松 近大附
第17回 昭和24年 甲子園 東都四 第67回 平成11年 盛岡 武蔵野
第18回 昭和25年 呉 五条 第68回 平成12年 岐阜 近大附
第19回 昭和26年 神宮 五条 第69回 平成13年 熊本 市立船橋
第20回 昭和27年 天理 五条 第70回 平成14年 ひたちなか 市立船橋
第21回 昭和28年 振甫 五条 第71回 平成15年 長崎 太成
第22回 昭和29年 神宮 五条 第72回 平成16年 松江 市立船橋
第23回 昭和30年 神宮 五条 第73回 平成17年 千葉国際 近大附
第24回 昭和31年 神宮 五条 第74回 平成18年 門真 近大附
第25回 昭和32年 神宮 五条 第75回 平成19年 佐賀 春日部共栄
第26回 昭和33年 高知 五条 第76回 平成20年 川口 太成学院大高
第27回 昭和34年 浜松 五条 第77回 平成21年 門真 近大附
第28回 昭和35年 神宮 五条 第78回 平成22年 那覇 淑徳巣鴨
第29回 昭和36年 金沢 五条 第79回 平成23年 盛岡 湘南工大附
第30回 昭和37年 宇部 五条 第80回 平成24年 長岡 湘南工大附
第31回 昭和38年 大阪 五条 第81回 平成25年 長崎 豊川
第32回 昭和39年 前橋 五条 第82回 平成26年 千葉国際 豊川
第33回 昭和40年 別府 筑紫女 第83回 平成27年 京都 埼玉栄
第34回 昭和41年 青森 浪花女 第84回 平成28年 広島 豊川
第35回 昭和42年 福井 浪花女 第85回 平成29年
第36回 昭和43年 呉 愛知淑徳 第86回 平成30年
第37回 昭和44年 前橋 浪花女 第87回 平成31年
第38回 昭和45年 秋葉山 椙山女学園 第88回 平成32年
第39回 昭和46年 高知 進徳 第89回 平成33年
第40回 昭和47年 鶴岡 筑紫女 第90回 平成34年
第41回 昭和48年 四日市 椙山女学園 第91回 平成35年
第42回 昭和49年 福岡 筑紫女 第92回 平成36年
第43回 昭和50年 川口 筑紫女 第93回 平成37年
第44回 昭和51年 長野 筑紫女 第94回 平成38年
第45回 昭和52年 岡山 筑紫女 第95回 平成39年
第46回 昭和53年 会津若松 武庫川 第96回 平成40年
第47回 昭和54年 彦根 筑紫女 第97回 平成41年
第48回 昭和55年 歳本 近大附 第98回 平成42年
第49回 昭和56年 千葉 近大附 第99回 平成43年
第50回 昭和57年 鴨池 近大附 第100回 平成44年
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