
回数 大会名 男子 女子 混合 回数 大会名 男子 女子 回数 男子 女子 回数 男子 女子 男子

1976 （S.51） 1 和光官舎

1977 （S.52） 1 読売旗 1 2 和光官舎

1978 （S.53） 2 読売旗 2 3

1979 （S.54） 3 読売旗 和光官舎 3 4

1980 （S.55） 4 読売旗 石神クラブ 4 5

1981 （S.56） 1 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 南桜井 和光官舎 5 読売旗 和光官舎 5 6 和光官舎

1982 （S.57） 2 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 川越クラブ 栄和クラブ 6 読売旗 栄和クラブ 6 7 和光官舎

1983 （S.58） 3 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 岩槻ジュニア 和光官舎 7 読売旗 和光官舎 7 岩槻ジュニア 与野大戸 8 岩槻ジュニア 和光官舎

1984 （S.59） 4 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 岩槻ジュニア 和光官舎 8 読売旗 与野大戸 8 岩槻ジュニア 与野大戸 9 岩槻ジュニア 与野大戸

1985 （S.60） 5 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 明峰ジュニア 和光官舎 9 読売旗 明峰ジュニア 和光官舎 9 明峰ジュニア 和光官舎 10 富士見明和 与野大戸 明峰全日本大会ベスト８

1986 （S.61） 6 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 富士見明和 和光官舎 10 読売旗 富士見明和 与野大戸 10 富士見明和 与野大戸 11 所沢中央 和光官舎

1987 （S.62） 7 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 富士見明和 和光官舎 11 読売旗 富士見明和 与野大戸 11 所沢中央 与野大戸 12 関沢クラブ 和光官舎 和光官舎全日本大会ベスト８

1988 （S.63） 8 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 関沢クラブ 和光官舎 12 読売旗 高階ジュニア 和光官舎 12 関沢クラブ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 13 岩槻ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ

1989 （H.01） 9 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 関沢クラブ 青柳ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 13 読売旗 岩槻ジュニア 青柳ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 13 岩槻ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ 14 富士見明和 和光官舎

1990 （H.02） 10 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 富士見明和 和光官舎 14 読売旗 富士見明和 和光官舎 14 富士見明和 和光官舎 15 霞みなみ 和光官舎

1991 （H.03） 11 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 霞みなみ 下忍少女ﾊﾞﾚｰ 15 読売旗 霞みなみ 下忍少女ﾊﾞﾚｰ 15 霞みなみ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 16 霞みなみ 名細ジュニア

1992 （H.04） 12 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 霞みなみ 名細ジュニア 16 読売旗 霞みなみ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 16 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 17 霞みなみ 大井ｸｯｷｰｽﾞ

1993 （H.05） 13 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 霞みなみ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 17 読売旗 霞みなみ 下忍少女ﾊﾞﾚｰ 17 岩槻ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ 18 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 下忍少女ﾊﾞﾚｰ

1994 （H.06） 14 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 岩槻ジュニア 18 読売旗 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 岩槻ジュニア 18 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 岩槻ジュニア 19 岩槻ジュニア 吉見南小ジュニア

1995 （H.07） 15 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 岩槻ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ 19 読売旗 岩槻ジュニア 吉見南小ジュニア 19 岩槻ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ 20 岩槻ジュニア 上富ＪＶＣ

1996 （H.08） 16 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 岩槻ジュニア 朝霞ジュニア 20 読売旗 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 川越山田 20 岩槻ジュニア 上富ＪＶＣ 21 岩槻ジュニア 上富ＪＶＣ 岩槻全日本大会ベスト８

1997 （H.09） 17 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 21 読売旗 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 21 岩槻ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ 22 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 大井ｸｯｷｰｽﾞ

1998 （H.10） 18 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 22 読売旗 熊谷東ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ 22 熊谷東ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ 23 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ

1999 （H.11） 19 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 熊谷東ジュニア 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 23 読売旗 熊谷東ジュニア 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 23 熊谷東ジュニア 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 24 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 上尾クラブ

2000 （H.12） 20 ﾗｲｵﾝｶｯﾌﾟ 熊谷東ジュニア 上尾クラブ 24 読売旗 熊谷東ジュニア 上尾クラブ 24 熊谷東ジュニア 大井ｸｯｷｰｽﾞ 25 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 吉見キッズ

2001 （H.13） 21 ﾍﾟﾌﾟｼｶｯﾌﾟ 熊谷東ジュニア 吉見キッズ 25 読売旗 熊谷東ジュニア 吉見キッズ 25 熊谷東ジュニア 吉見キッズ 26 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 大井ｸｯｷｰｽﾞ

2002 （H.14） 22 ﾍﾟﾌﾟｼｶｯﾌﾟ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 26 読売旗 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 26 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 27 宮原ジュニア 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 嵐山全日本大会ベスト８

2003 （H.15） 23 ﾍﾟﾌﾟｼｶｯﾌﾟ 岩槻ジュニア ﾕﾆﾃｨｰｶﾞｰﾙｽﾞ 27 読売旗 岩槻ジュニア 所沢育星 27 宮原ジュニア 上尾クラブ 28 岩槻ジュニア 藤沢ベアーズ 上尾全国スポ少ベスト８

2004 （H.16） 24 ﾍﾟﾌﾟｼｶｯﾌﾟ 岩槻ジュニア 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 1 ﾓﾙﾃﾝ旗 岩槻ジュニア 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 28 岩槻ジュニア 越生ドリーム 29 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ BAGUS

2005 （H.17） 25 ﾍﾟﾌﾟｼｶｯﾌﾟ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ BAGUS 2 ﾓﾙﾃﾝ旗 ジュニア深谷 岩槻ジュニア 29 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 上尾クラブ 30 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾌｧｲﾀｰｽﾞ 岩槻ジュニア

2006 （H.18） 26 ｻﾝﾄﾘｰｶｯﾌﾟ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 岩槻ジュニア 3 ﾓﾙﾃﾝ旗 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾌｧｲﾀｰｽ 岩槻ジュニア 30 ジュニア深谷 岩槻ジュニア 31 ジュニア深谷 川越大東小

2007 （H.19） 27 ｻﾝﾄﾘｰｶｯﾌﾟ ジュニア深谷 川越大東小 4 ﾓﾙﾃﾝ旗 ジュニア深谷 大井ｸｯｷｰｽﾞ 31 ジュニア深谷 大井ｸｯｷｰｽﾞ 32 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 上尾クラブ 川越大東全日本大会ベスト８

2008 （H.20） 28 全日本 蓮田ﾌﾞﾛﾎﾞｰｲｽﾞ BAGUS 5 ﾓﾙﾃﾝ旗 ジュニア深谷 上尾クラブ 32 関沢クラブ BAGUS 33 白岡ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰｲｽﾞ 川越大東小

2009 （H.21） 29 全日本 白岡ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰｲｽﾞ 嵐山ｶﾞｯﾂｼﾞｭﾆｱ 6 ﾓﾙﾃﾝ旗 白岡ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰｲｽﾞ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 33 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾌｧｲﾀｰｽﾞ 蓮田ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾞ 34 関沢クラブ BAGUS ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ全国スポ少第3位

2010 （H.22） 30 全日本 所沢育星レオ 岩槻ジュニア 7 ﾓﾙﾃﾝ旗 所沢育星レオ 岩槻ジュニア 34 所沢育星レオ 上尾クラブ 35 BAGUS AGEOクイーン 岩槻ジュニア全日本大会ベスト１６

2011 （H.23） 31 全日本 BAGUS 上尾クラブ 8 ﾓﾙﾃﾝ旗 BAGUS 上尾クラブ 35 BAGUS 上尾クラブ 36 西町ジュニア 宮原ジュニア BAGUS全日本大会３位

2012 （H.24） 32 全日本 西町ジュニア 宮原ジュニア 9 ﾓﾙﾃﾝ旗 西町ジュニア 宮原ジュニア 36 関沢クラブ 宮原ジュニア 37 西町ジュニア SUGURO

2013 （H.25） 33 全日本 西町ジュニア 蓮田ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾞ 10 ﾓﾙﾃﾝ旗 西町ジュニア 坂戸JVC 37 宮原ドラゴンボーイズ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 38 BAGUS 坂戸ジュニア

2014 （H.26） 34 全日本 西町ジュニア BAGUS 三郷 11 ﾓﾙﾃﾝ旗 BAGUS 大井ｸｯｷｰｽﾞ 38 関沢クラブ 大井ｸｯｷｰｽﾞ 39 BAGUS 蓮田ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｽﾞ

2015 （H.27） 35 全日本 BAGUS 大井クッキーズ 埼玉東部 12 ﾓﾙﾃﾝ旗 岩槻マイティーズ 大井クッキーズ 39 BAGUS 大井クッキーズ 40 ジュニア深谷 岩槻ジュニア

216 （H28） 36 全日本 ジュニア深谷 岩槻ジュニア 西町ジュニア 13 ﾓﾙﾃﾝ旗 ジュニア深谷 岩槻ジュニア 40 ジュニア深谷 岩槻ジュニア 41 岩槻マイティーズ 上尾クラブ

各大会歴代優勝チーム一覧
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全日本大会埼玉県予選大会 モルテン旗大会　兼　関東大会埼玉県予選大会
埼玉県スポーツ少年団大会　兼

全国大会埼玉県予選
会長杯争奪新人大会



女子

和光官舎全日本大会ベスト８

大井全日本大会優勝

嵐山全日本大会3位

上尾全国スポ少ベスト８

岩槻全日本大会優勝

川越大東全日本大会ベスト８

BAGUS全国スポ少第3位

蓮田全国スポ少第3位

岩槻ジュニア全日本大会ベスト１６

上尾クラブ全日本大会ベスト１６

備考


