
Ｒ２年度 Ｒ１年度 Ｈ３０年度 Ｈ２９年度 Ｈ２８年度 Ｈ２７年度 Ｈ２６年度 Ｈ２５年度 Ｈ２４年度 Ｈ２３年度 Ｈ２２年度 Ｈ２１年度
（７４回） （７３回） （７２回） （７１回） （７０回） （６９回） （６８回） （６７回） （６６回） （６５回） （６４回） （６３回）

男 甲山 長久手 南山 豊橋・東部 豊川東部 蒲郡中部 蒲郡中部 長良 平針 木曽川 豊橋中部

女 松原 瀬戸南山 南山 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 宮 日比野

2 軟式野球 男 旭 治郎丸 朝日 みよし・南 高師台 瀬戸南山 豊岡 阿久比 城山 三谷 森孝

3 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 女 甲山 甲山 矢作北 安城北 はとり 大里 日比野 日比野 植田 植田 原

ﾊﾝﾄﾞ 男 扇台 植田 滝ノ水 滝ノ水 平針 滝ノ水 笹島 はとり 平針 平針 はとり

ﾎﾞｰﾙ 女 扇台 扇台 扇台 桜田 滝ノ水 平針 上野 上野 滝ノ水 平針 豊橋南部

5 ｻｯｶｰ 男 梅坪台 藤山台 朝日丘 東浦 安城北
豊川西部
東海

丹陽 雁が音 日進西 日進西 朝日丘

男 乙川 稲沢 稲沢 坂下 矢作 矢作 加木屋 加木屋 逢妻 矢作北 加木屋

女 天王 藤岡南 依佐美 明祥 田原 加木屋 加木屋 安城西 田原 依佐美 加木屋

7 相撲 男 暁 佐屋 北部 豊橋・東部 一宮北部 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附

ﾊﾞﾚｰ 男 大和 矢作 中部 矢作 岡崎北 竜海 矢作北 香流 崇化館 矢作 尾西第一

ﾎﾞｰﾙ 女 東陽 翔南 東陽 東陽 高師台 岡崎南 岡崎南 竜海 六ツ美北 矢作北 豊橋中部

ﾊﾞｽｹｯﾄ 男 葵 甚目寺 上野 岩成台 岩成台 岡崎北 藤岡南 六ツ美北 岩成台 明豊 岩成台

ﾎﾞｰﾙ 女 長良 弥冨北 長良 藤浪 藤浪 藤浪 藤浪 若水 若水 若水 若水

男 青山 楠 豊正 青山 青山 愛知 愛知 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨

女 名経大市邨 名経大市邨 青山 青山 青山 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨

男 武豊 半田 半田 半田 半田 半田 半田 半田 半田 半田 半田

女 吉根 東部 知多東部 名女大 名女大 名女大 名女大 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨

男 藤岡南 末野原 御津 みよし・南 幸田 朝日 富士松 額田 雁が音 幸田 幸田

女 朝日丘 額田 朝日丘 豊橋・中部 足助 富士松 朝日丘 小坂井 中部 御津 依佐美

男 愛工大名電 愛工大名電 愛工大附属 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附

女 富貴 富貴 富貴 富貴 富貴 富貴 富貴 一色 名経大高蔵 名経大高蔵 名経大高蔵

男 平坂 平坂 福地 伊勢山 西尾東部 布袋 平坂 平坂 矢作北 福地 矢作北

女 平坂 平坂 平坂 知多・八幡 西尾 鶴城 鶴城 鶴城 平坂 平坂 鶴城

男 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成

女 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成

男 古知野 古知野 扇台 豊橋・南陽 豊橋南陽 高師台 矢作 安城南 田原 葵 古知野

女 六ツ美北 御幸山 竜海 甲山 甲山 大高 鶴城 御幸山 千種 美川 千種

男 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 大府南 師勝 師勝 名経大市邨 南光

女 名経大市邨 大府北 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 大府北 大府北 大府北 大府北 名経大市邨 熊野

男 竜海 田原東部 千種 古知野 矢作 豊川東部 豊川東部 石巻 石巻 沓掛

女 矢作 一宮中部 岩津 横須賀 古知野 豊川東部 豊川東部 祖父江 祖父江 沓掛
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（愛知県中学校総合体育大会 歴代優勝校一覧）

Ｈ２０年度 Ｈ１９年度 Ｈ１８年度 Ｈ１７年度 Ｈ１６年度 Ｈ１５年度 Ｈ１４年度 Ｈ１３年度 Ｈ１２年度 Ｈ１１年度 Ｈ１０年度 Ｈ９年度
（６２回） （６１回） （６０回） （５９回） （５８回） （５７回） （５６回） （５５回） （５４回） （５３回） （５２回） （５１回）

男 萩山 矢作北 矢作北 矢作北 矢作北 矢作北 松原 松原 高森台 竜海 滝ノ水 末野原

女 東星 刈谷東 豊南 高蔵寺 竜北 朝日丘 高針台 刈谷南 瀬戸南山 瀬戸南山 愛知淑徳 石尾台

2 軟式野球 男 本郷 天白 大府 竜神 刈谷東 天白 豊橋中部 豊橋中部 春日 豊川西部 岡崎南 額田

3 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 女 原 日比野 原 原 植田 応時 伊勢山 長良 原 原 原 はとり

ﾊﾝﾄﾞ 男 汐路 御幸山 滝の水 汐路 宮 汐路 汐路 高杉 大塚 滝ノ水 高杉 大塚

ﾎﾞｰﾙ 女 東陵 東陵 御幸山 平針 宝神 川名 長良 扇台 宮 宮 汐路 形原

5 ｻｯｶｰ 男 朝日丘 日比野 雁が音
日比野
阿久比

井郷 朝日丘 日比野 阿久比 師勝 豊川西部 竜南 日比野

男 日進西 日進西 日進西 美里 日進西 七宝 祖父江 祖父江 祖父江 美里 加木屋 美里

女 加木屋 田原 横須賀 田原 田原 青海 桜山 逢妻 柏原 新郊 蟹江北 矢作
7 相撲 男 東陵 東陵 一宮中部 弥富 天王 愛工大附 美川 美川 愛教大附岡崎 竜海 竜海 愛工大附

ﾊﾞﾚｰ 男 矢作 守山北 矢作 植田 矢作 矢作北 矢作北 矢作北 長良 猪高 植田 矢作北

ﾎﾞｰﾙ 女 美里 豊橋南部 美里 美里 東陵 矢作北 猪子石 矢作北 大治 高橋 豊橋東陵 豊橋東陵

ﾊﾞｽｹｯﾄ 男 明豊 明豊 明豊 岡崎北 蟹江 吉良 北陵 萩山 猪高 萩山 萩山 萩山

ﾎﾞｰﾙ 女 藤浪 南陽 猪子石 南陽 大治 大治 南陽 大治 南陽 大治 猪子石 猪子石

男 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 半田 前津 前津 前津 前津 武豊 武豊 前津

女 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 市邨学園 市邨学園 市邨学園 市邨学園 市邨学園

男 半田 半田 半田 半田 半田 知多八幡 知多八幡 知多八幡 今伊勢 今伊勢 今伊勢 今伊勢

女 名経大市邨 名女大 名女大 名経大市邨 名女大 碧南南 名女大 名女大 名女大 碧南南 碧南南 碧南南

男 富士松 額田 平坂 小坂井 幸田北部 平坂 西尾東部 平坂 額田 額田北部 富士松 額田北部

女 幸田 豊橋中部 豊川南部 額田 末野原 豊川東部 小坂井 朝日丘 末野原 雁が音 依佐美 額田南部

男 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 岩倉南部 東浦 足助 愛工大附 愛工大附 愛工大附

女 名経大高蔵 名経大高蔵 名経大高蔵 名経大高蔵 名経大高蔵 一色 大里 高蔵 高蔵 高蔵 高蔵 高蔵

男 鶴城 萩山 福地 富士松 平坂 萩山 萩山 鶴城 萩山 平坂 鶴城 平坂

女 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 平坂 名経大市邨 名経大市邨 鶴城 鶴城 西尾 鶴城 豊川南部 鶴城

男 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 大成 幡豆一色 大府北

女 大成 大成 大成 大府北 岩倉南部 岩倉南部 岩倉 岩倉 岩倉 岩倉 阿久比 （大府）ｵｰﾌﾟﾝ

男 六ッ美北 千種台 千種台 羽田 古知野 北陵 羽田 羽田 豊橋南部 矢作 岡崎東海 豊川中部

女 長良 沓掛 東浦西部 沓掛 古知野 前林 前林 青陵 宮田 前林 前林 宮田

男 大府 大府南 名経大市邨 名経大市邨 名経大市邨 岩成台 城北 岩成台 大府 大府 岩成台 大府

女 大府北 大府北 大府北 名経大市邨 大府南 大府南 大府北 大府南 大府北 大府北 阿久比 大府北

男 六ツ美北 豊川東部 前林 石巻 石巻 石巻 石巻 石巻 石巻 六ツ美北 竜南 竜海

女 沓掛 沓掛 沓掛 沓掛 六ツ美 六ツ美 六ツ美 前林 前林 前林 前林 前林

1 水泳

4

　　　　　年度(回）
競技種目

8

9

10

体操

新体操

11 弓道

6 ｿﾌﾄﾃﾆｽ

12 卓球

13 剣道

14 柔道

15 陸上

16 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

17 駅伝

備考



（愛知県中学校総合体育大会 歴代優勝校一覧）

Ｈ８年度 Ｈ７年度 Ｈ６年度 Ｈ５年度 Ｈ４年度 Ｈ３年度 Ｈ２年度 Ｈ元年度 Ｓ６３年度 Ｓ６２年度 Ｓ６１年度 Ｓ６０年度 Ｓ５９年度
（５０回） （４９回） （４８回） （４７回） （４６回） （４５回） （４４回） （４３回） （４２回） （４１回） （４０回） （３９回） （３８回）

男 鳴子台 藤山台 鳴子台 鳴子台 坂下 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院 石巻 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院

女 石尾台 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳

2 軟式野球 男 豊橋南部 知多八幡 豊橋中部 朝日丘 神守 蟹江 青陵 港明 桜田 若園 刈谷東 豊明 尾西第一

男 一宮南部 一宮南部 一宮南部 一宮南部 高杉 青陵 高杉 高杉

女 南陽 南陽 猪子石 猪子石 猪高 猪子石 北山 東海 北山 港北 日比野 高岡 城北

ﾊﾝﾄﾞ 男 滝ノ水 春日井中部 天神山 春日井中部 楠 神沢 汐路 春日井中部 東陵 春日井中部 東陵 東陵 明豊

ﾎﾞｰﾙ 女 矢田 矢田 矢田 矢田 牧の池 城山 牧の池 昭和橋 牧の池 矢田 矢田 汐路 汐路

5 ｻｯｶｰ 男 春日井東部 春日井東部 豊正 豊橋東部 刈谷朝日
光陵
今伊勢

高針台
柏原

豊正
日進西

梅坪台 加木屋 上郷 豊正 八幡

男 小原 幡豆一色 小原 吉良 青陵 常磐 幡豆一色 治朗丸 常磐 供米田 植田 幡豆一色 大里

女 新香山 柏原 蟹江北 光陵 阿久比 阿久比 福岡 幡豆 一色 春日井東部 供米田 供米田 平和

7 相撲 男 愛工大附 岡崎東海 岡崎東海 甚目寺 永和 新香山 弥富北 神守 美和 浅井 弥富北 甚目寺 丹陽

ﾊﾞﾚｰ 男 矢作北 香流 港明 港明 矢作北 城山 本城 港明 矢作 日比野 港明 羽田 竜海

ﾎﾞｰﾙ 女 六ツ美北 名古屋八幡 矢作北 矢作北 青陵 幸田北部 竜南 矢作 竜南 古知野 江南北部 江南北部 鳴海

ﾊﾞｽｹｯﾄ 男 猪高 港北 城北 城北 日比野 美和 城北 城北 城北 甲山 応時 逢妻 城北

ﾎﾞｰﾙ 女 千種台 千種台 港北 千種台 千種台 千種台 千種台 港北 千種台 守山 守山 守山 守山

男 前津 前津 大府 春日井西部 武豊 武豊 柏原 武豊 武豊 阿久比 阿久比 阿久比 阿久比

女 市邨学園 市邨学園 市邨学園 市邨学園 椙山 市邨学園 市邨学園 市邨学園 神沢 椙山 椙山 椙山
椙山
加木屋

男 今伊勢 今伊勢 今伊勢 武豊 武豊 武豊 武豊 武豊 武豊 武豊 武豊 奥

女 碧南南 名女大 名女大 名女大 春日井西部 武豊 名女大 武豊 武豊 武豊 加木屋 加木屋 加木屋

男 富士松 富士松 幸田 幸田南部 小坂井 幸田北部 平坂 額田 幸田 幸田 八名 刈谷南 東海（私）

女 幸田 大府 幸田 宝飯一宮 末野原 蒲郡 幸田北部 蒲郡 三好南 額田 蒲郡 三好 蒲郡中部

男 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 愛工大附 暁 甚目寺南 愛工大附 天白 東陵 日比野 日比野 日比野

女 高蔵 高蔵 阿久比 高蔵 高蔵 日比野 日比野 神守 日比野 日比野 日比野 鬼崎 鬼崎

男 鶴城 平坂 平坂 鶴城 加木屋 鶴城 鶴城 平坂 鶴城 豊橋南部 鶴城 平坂 平坂

女 鶴城 鶴城 鶴城 西尾東部 鶴城 幸田 加木屋 小坂井 弥富 名和 音羽 豊川中部 宝飯一宮

男 大府北 大府北 大府北 大府北 田光 豊明 東海（私） 大府西 東海（私） 東海（私） 大府西 佐屋 東海（私）

女

男 末野原 末野原 青陵 豊川東部 はとり 豊正 阿久比 大府北 古知野 豊川東部 阿久比 阿久比 阿久比

女 青陵 末野原 矢作北 矢作北 矢作北 宮田 市邨学園 旭南 竜北 東浦 東浦 名女大 名女大

男 大府 阿久比 大府 大府 大府西 大府 守山北 大府西 大府西 大府西 天神山 大府西 大府西

女 大府北 大府北 春日井中部 春日井中部 大府西 大府西 松原 松原 半田 大府西 大府西 大府西 大府西

男 竜海 旭 竜海 光陵 光陵 竜海 旭 瀬戸南山 岡崎東海 岡崎東海 光陵 沓掛 竜海

女 前林 旭 塩津 豊川西部 矢作北 豊川西部 崇化館 崇化館 宮田 東浦 東浦 旭東 尾張旭東
軟式庭球を
ｿﾌﾄﾃﾆｽに
改名

6 ｿﾌﾄﾃﾆｽ

　　　　　年度(回）
競技種目

1 水泳

4

11 弓道

12 卓球

13 剣道

8

9

10

体操

新体操

17 駅伝

備考

14 柔道

15 陸上

16 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ3



（愛知県中学校総合体育大会 歴代優勝校一覧）

Ｓ５８年度 Ｓ５７年度 Ｓ５６年度 Ｓ５５年度 Ｓ５４年度 Ｓ５３年度 Ｓ５２年度 Ｓ５１年度 Ｓ５０年度 Ｓ４９年度 Ｓ４８年度 Ｓ４７年度 Ｓ４６年度
（３７回） （３６回） （３５回） （３４回） （３３回） （３２回） （３１回） （３０回） （２９回） （２８回） （２７回） （２６回） （２５回）

男 名古屋学院 甲山 竜海 名古屋学院 名古屋学院 東海（私） 甲山 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院

女 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 椙山 椙山 椙山 椙山 愛知淑徳 椙山 愛知淑徳 愛知淑徳 椙山 愛知淑徳

2 軟式野球 男 大府 加木屋 宮田 豊明 御津 中京 蟹江 中京 弥富 安城北 若葉 中京 碧南新川

3 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 女 幸田 尾西第一 作手 幸田 港北 高豊 上郷 幸田 上郷 幸田 高豊 城北 城北

ﾊﾝﾄﾞ 男 汐路 汐路 明豊 汐路 汐路 汐路 汐路 笹島 一宮中部 東港 笹島 東港 笹島

ﾎﾞｰﾙ 女 汐路 豊国 春日井中部 春日井中部 汐路 汐路 形原 形原 一宮南部 一宮南部 上野 上野 一宮南部

5 ｻｯｶｰ 男 日比野 佐屋  猪高桜田 豊正 日比野 大高 日比野 横須賀 刈谷東 横須賀 日比野 日比野 高浜

男 大里 大里 春日井東部 大里 春日井東部 宝飯一宮 大里 豊明 矢作 宝飯一宮 宝飯一宮 矢作 本山

女 豊国 春日井東部 大府 明豊 吉良 吉良 矢作 一宮南部 矢作 矢作 千郷 安城北 碧南南

7 相撲 男 八幡 浅井 美和 葉栗 葉栗 八幡 藤浪 武豊 丹陽 東海（私） 中京 一宮南部 東海（私）

ﾊﾞﾚｰ 男 天神山 羽田 竜海 木曽川 矢作 矢作 日比野 高豊 高豊 木曽川 城山 豊橋中部 豊橋中部

ﾎﾞｰﾙ 女 鳴海 江南北部 矢作 日比野 日比野 幸田 豊橋南部 二川 矢作 矢作 豊橋南部 安城北 豊橋中部

ﾊﾞｽｹｯﾄ 男 城山 足助 平田 豊橋中部 八幡 加木屋 神丘 滝 浄心 藤浪 羽田 羽田 羽田

ﾎﾞｰﾙ 女 守山 守山 守山 守山 守山 守山 佐屋 佐屋 北陵 北陵 北陵 山田 一宮南部

男 阿久比 大里 奥 春日井中部 田原東部 奥 古知野 古知野 一宮南部 一宮南部 一宮南部 祖父江 大府

女 葉栗 葉栗 一宮南部 一宮南部 葉栗  葉栗一宮南部 葉栗 浅井 浅井 浅井 鬼崎 鬼崎 亀崎

男

女 加木屋

男 三好 蒲郡中部 豊川東部 蒲郡中部 形原 八名 大府 鳳来 蒲郡 東海（私） 東海（私） 東海（私） 東海（私）

女 御津 平坂 蒲郡 蒲郡 蒲郡中部 大府 小坂井 大府 大府 大府 幸田 形原 新城

男 日比野 明豊 青陵 日比野 安城南 幸田 南光 鬼崎 鬼崎 三谷 鬼崎 黄金 御田

女 日比野 河和 高蔵 半田 鬼崎 鬼崎 形原 鬼崎 武豊 高蔵 幡豆 名女大 高蔵

男 熊野 岩倉南部 平坂 鶴城 鶴城 西尾東部 平坂 幸田 鶴城 吉良 布袋 平坂 平坂

女 音羽 豊川西部 豊川東部 豊川東部 豊川南部

男 東海（私） 知多八幡 大府 東海（私） 東海（私） 東海（私） 八幡 東海 大府 東海（私） 横須賀 横須賀 東海（私）

女

男 阿久比 安城北 安城北 阿久比 阿久比 大府 豊川南部 武豊 野間 春日井中部 豊橋中部 武豊 武豊

女 古知野 安城南 阿久比 阿久比 阿久比 豊橋中部 豊橋中部 豊橋中部 豊橋中部 崇化館 成岩 名女大 武豊

男 大府西 東海 亀崎

女 大府西 愛知淑徳 大府西

男 沓掛 豊川中部 城北 豊川南部 鳳来 豊川南部 安城北 安城北 津具 安城北 安城北 安城北 東陽

女 羽田 安城北
（豊川南
部）

　　　　　年度(回）
競技種目

1 水泳

4

6 ｿﾌﾄﾃﾆｽ

8

9

10

体操

13 剣道

14 柔道

15 陸上

新体操

11 弓道

12 卓球

16 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

駅伝

備考

17



（愛知県中学校総合体育大会 歴代優勝校一覧）

Ｓ４５年度 Ｓ４４年度 Ｓ４３年度 Ｓ４２年度 Ｓ４１年度 Ｓ４０年度 Ｓ３９年度 Ｓ３８年度 Ｓ３７年度 Ｓ３６年度 Ｓ３５年度 Ｓ３４年度 Ｓ３３年度
（２４回） （２３回） （２２回） （２１回） （２０回） （１９回） （１８回） （１７回） （１６回） （１５回） （１４回） （１３回） （１２回）

男 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院 名古屋学院 中京 名古屋 愛知 愛知 中京 中京 中京 中京 中京

女 愛知淑徳 愛知淑徳 愛知淑徳 椙山 椙山 椙山 椙山 淑徳 淑徳 椙山 椙山 椙山 椙山

2 軟式野球 男 甲山 大府 中京 一宮南部 中京 伊勢山 中京 葵 豊川南部 中京 青陵 竜海 豊川南部

3 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 女 平坂 上郷 城北 豊橋南部 八名 葵 八名 鳴海 安城北 八開 上郷 上郷 八名

ﾊﾝﾄﾞ 男 三谷 笹島 桜田 三谷 豊橋北部 豊橋北部 三谷 前津 上野 上野 上野 上野

ﾎﾞｰﾙ 女 一宮南部 蒲郡 三谷 三谷 三谷 鳴海 守山 福津 上野 成岩 上野 上野

5 ｻｯｶｰ 男 一宮南部 刈谷南 刈谷東 刈谷東 刈谷南 高浜 刈谷南 犬山南部 碧南南 大府 刈谷南 高浜

男 本山 安城北 安城北 長良 平和 石巻 形原 石巻 藤岡 豊南 清嶺 青海 笈瀬

女 安城北 東郷 形原 安城北 安城北 常磐 安城北 藤岡 八開 葵 葵 藤岡 神戸（渥）

7 相撲 男 中京 東海（私） 東海（私） 藤浪 中京 中京 東海（私） 武豊 東海（私） 中京 蒲郡 中京 武豊

ﾊﾞﾚｰ 男 日比津 甲山 甲山 豊橋中部 大塚 城北 浄心 城北 城北 祖東 岡崎南 岡崎南 豊橋中部

ﾎﾞｰﾙ 女 幸田 豊橋中部 豊橋中部 豊橋南部 幸田 豊橋中部 鳴海 城北 岩津 岩津 岩津 岩津 甲山

ﾊﾞｽｹｯﾄ 男 豊橋中部 豊橋中部 羽田 羽田 蒲郡 羽田 一宮北部 豊城 あずま 若葉 あずま 東海（私） 東海（私）

ﾎﾞｰﾙ 女 豊橋中部 西浦 豊橋中部 美川 西浦 西浦 青陵 八開 八開 八開 守山 若葉 常滑

男 大府 浅井 成岩 成岩 浅井 浅井 浅井 浅井 浅井 浅井 浅井 大高 大高

女 成岩 成岩 成岩 浅井 浅井 浅井 浅井 浄心 浄心 浄心 浄心 大高 大高

男

女

男 東海（私） 東海（私） 東海（私） 東海（私） 形原 東海（私） 形原 羽田 足助西部 東海（私） 東海（私） 足助西部

女 形原 平坂 豊橋中部 足助西部 蒲郡 蒲郡 蒲郡 大府 形原 蒲郡 蒲郡 小坂井

男 吉良 西浦 西浦 豊川南部 横須賀 豊川南部 天王 大府 三谷 豊川中部 豊川南部 豊川南部 豊川南部

女 西浦 吉良 吉良
吉良
横須賀

横須賀 高蔵 大府 大府 大府 大府 香山 香山 香山

男 三谷 平坂 鶴城 鶴城 布袋 丹陽 形原 形原 東海（私） 形原 豊岡 豊岡

女

男 東海（私） 東海（私） 東海（私） 東海（私） 東海（私） 東海（私） 東海（私） 東海（私） 東海（私） 豊川南部 東海（私） 東海（私）

女

男 黄金 武豊 亀崎 亀崎 亀崎 城北 安城北 城山 一宮北部 城山 城山 豊浜 安城南

女 武豊 安城北 武豊 城北 名女院 岡崎東海 武豊 竜海 岡崎東海 蒲郡 武豊 豊橋南部 蒲郡

男

女

男 東陽 安城北 福江 東陽 東陽 一色 一色 一色 一色 一色 一色 中止 鳴海

女

弓道

6 ｿﾌﾄﾃﾆｽ

　　　　　年度(回）
競技種目

1 水泳

4

16 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

17 駅伝

備考

13 剣道

14 柔道

15 陸上

12 卓球

8

9

10

体操

新体操

11 中止（台風のため）

中止
（台風のた

め）



（愛知県中学校総合体育大会 歴代優勝校一覧）

Ｓ３２年度 Ｓ３１年度 Ｓ３０年度 Ｓ２９年度 Ｓ２８年度 Ｓ２７年度 Ｓ２６年度 Ｓ２５年度 Ｓ２４年度 Ｓ２３年度 Ｓ２２年度
（１１回） （１０回） （９回） （８回） （７回） （６回） （５回） （４回） （３回） （２回） （１回）

男 中京 桜山 桜山

女 椙山 淑徳 淑徳

2 軟式野球 男 蟹江 豊橋中部 蟹江 中京 愛知学院 中京 福江 愛知学院 あずま 亀崎 刈谷

3 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 女 上郷 上郷 赤羽根

ﾊﾝﾄﾞ 男 上野 上野 上野 汐路 知多旭 本城 一宮南部

ﾎﾞｰﾙ 女 上野 成岩 上野 河和 河和 河和
豊橋南部
一宮北部

一宮南部

5 ｻｯｶｰ 男 刈谷南
挙母西部
刈谷南

成岩 刈谷南 高浜 高浜 高浜 高浜

男 大野（青海） 石巻 葵 藤浪 大野（青海） 二川 竜海 竜海 半田 半田 半田

女 岡崎南 清嶺 石巻 守山東 石巻 二川 石巻 二川 淑徳 淑徳 淑徳

7 相撲 男 中京 中京 豊浜 豊浜 豊浜

ﾊﾞﾚｰ 男 岡崎南 豊橋中部 岡崎南 西浦 西尾 岡崎南 岡崎南 竜海 豊城 岡崎南

ﾎﾞｰﾙ 女 小原 岩津 岡崎南 岡崎南 岡崎南 岡崎南 二川 二川 二川 牟呂 牟呂

ﾊﾞｽｹｯﾄ 男 常滑 西浦 乙川 横須賀 二川 二川 名古屋大学附属

ﾎﾞｰﾙ 女 八開 八開 八開 西浦 甲山 甲山 青陵 豊城

男 大高 大高 大府 大府 大府 大府

女 大高 浄心 浄心 浄心 浄心 浄心

男
女

男 東海（私） 小坂井 東海（私）

女 足助西部

男 豊川南部 上野 形原 豊川南部 豊川南部 上野

女 大府 豊川南部 豊川中部 形原 豊川南部 小坂井

男 豊岡 南稜 南稜

女

男 東海（私） 豊川南部 東海（私） 東海（私） 東海（私）

女

男 安城南 中京 二川 南山 西尾

女 高蔵 蒲郡 猿投北 安城南 挙母西 挙母西 横須賀

男
女
男 平坂 春日井西部 青陵 舟着 守山東 守山東

女

大会名変 （憲法施行記念学徒総合体育大会　昭和２８年度まで）

1 水泳

　　　　　年度(回）
競技種目

10
体操

新体操

11 弓道

備考

17 駅伝

12 卓球

13 剣道

14 柔道

15 陸上

16 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

4

6 ｿﾌﾄﾃﾆｽ

8

9


