
2022/11/17　更新

公益財団法人日本水泳連盟水球委員会

回 　Ａ区分(12歳以下男女)　Ｂ区分(15歳以下男子) Ｃ区分(15歳以下女子) Ｅ区分(18歳以下女子)

1 昭和　53 1978 明大中野中学
2 昭和　54 1979 慶応ＳＳ 与野水球クラブ
3 昭和　55 1980 浜寺水錬学校 与野水球クラブ
4 昭和　56 1981 群馬ＳＳ 明大付属中野中学
5 昭和　57 1982 群馬ＳＳ 与野水球クラブ 京都踏水会

6 昭和　58 1983 群馬ＳＳ 与野水球クラブ 京都踏水会

7 昭和　59 1984 京都踏水会 与野水球クラブ 京都踏水会

8 昭和　60 1985 藤村ＳＳ 城北中学Ａ 京都踏水会

9 昭和　61 1986 京都踏水会 明大付属中野中学 京都踏水会

10 昭和　62 1987 京都踏水会 伊丹北中学校 京都踏水会

11 昭和　63 1988 京都踏水会 伊丹北中学校 京都女子中

12 平成　元 1989 京都踏水会 明大付属中野中学校 京都踏水会

13 平成　2 1990 与野水球クラブ 伊丹北中学校 京都踏水会

14 平成　3 1991 与野水球クラブ 明大付属中野中学校 寺井中学

15 平成　4 1992 京都踏水会Ａ 京都踏水会 笠間中学

16 平成　5 1993 京都踏水会 与野水球クラブ 寺井中学

17 平成　6 1994 与野水球クラブ 明大付属中野中学校 ピープル明石

18 平成　7 1995 カワサキコンバット 京都踏水会水泳学園 ピープル明石

19 平成　8 1996 安全ＳＧ竜操校 明大付属中野中学校 山形水球クラブ

20 平成　9 1997 与野水球クラブＡ 明大付属中野中学校 藤村女子ＳＳ 藤村女子高等学校

21 平成　10 1998 山形スイミングクラブ 与野水球クラブ 京都踏水会 藤村女子学校

22 平成　11 1999 カワサキスイミングクラブ 与野水球クラブ 京都踏水会 藤村女子高等学校

23 平成　12 2000 京都踏水会 与野水球クラブ 京都踏水会 山形工業高校

24 平成　13 2001 群馬ジュニア水球 京都踏水会水泳学園 京都踏水会水泳学園 山形県立山形工業高等学校

25 平成　14 2002 群馬ジュニア水球 与野水球クラブ 京都踏水会水泳学園 京都府立鳥羽高等学校

26 平成　15 2003 三重ウォーターポロスターズ 群馬ジュニア水球 京都踏水会水泳学園 藤村女子高等学校

27 平成　16 2004 与野水球クラブ 群馬ジュニア水球 川口スイミングクラブ 鴨沂水球クラブ

28 平成　17 2005 京都踏水会水泳学園 群馬ジュニア水球 京都踏水会水泳学園 聖徳クラブ

29 平成　18 2006 与野水球クラブ 与野水球クラブ 山形水球クラブ 鴨沂水球クラブ

30 平成　19 2007 柏崎アクアクラブ 山形水球クラブ コナミ明石西新町 鴨沂水球クラブ

31 平成　20 2008 京都踏水会水泳学園 京都踏水会水泳学園 川口スイミングクラブ 鴨沂水球クラブ

32 平成　21 2009 与野水球クラブ 群馬ジュニア水球 松任中学校 藤村女子高等学校

33 平成　22 2010 京都踏水会水泳学園 桜泳大川ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 原田学園スイミングスクール 秀明英光高等学校

34 平成　23 2011 カワサキスイミングクラブ 石川イーグルス 富山スイミングパレス 秀明英光高等学校

35 平成　24 2012 群馬ジュニア水球 与野水球クラブ 京都踏水会水泳学園 秀明英光高等学校

36 平成　25 2013 原田学園スイミングスクール 松任中学校 京都踏水会水泳学園 全鹿児島情報高校

37 平成　26 2014 Willスポーツクラブ 与野水球クラブ 京都踏水会水泳学園 鴨沂水球クラブ

38 平成　27 2015 カワサキスイミングクラブ 石川イーグルス 京都踏水会水泳学園 秀明英光高等学校

39 平成　28 2016 福岡BRAVES 原田学園スイミングスクール 白山市立松任中学校 秀明英光高等学校

40 平成　29 2017 トリトン兵庫水球クラブ 高知倶楽部 白山市立松任中学校 秀明英光高等学校

41 平成　30 2018 与野水球クラブ 豊中水球クラブ 京都踏水会水泳学園 秀明英光高等学校

42 令和　元 2019 群馬ジュニア水球 PISCINA静岡 京都踏水会水泳学園 石川イーグルス

43 令和　2 2020 分散大会

44 令和　3 2021 山口水球クラブ 京都踏水会水泳学園 京都踏水会水泳学園 秀明八千代水球クラブ

45 令和　4 2022 カワサキスイミングクラブ 群馬ジュニア水球 白山市立松任中学校 秀明八千代水球クラブ

46 令和　5 2023
47 令和　6 2024
48 令和　7 2025
49 令和　8 2026
50 令和　9 2027
51 令和　10 2028
52 令和　11 2029
53 令和　12 2030
54 令和　13 2031
55 令和　14 2032
56 令和　15 2033
57 令和　16 2034
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