
【　栄光の記録　】
＜　女子Ⅰ部　＞

優勝 準優勝
第 1回 紫雲 昭和 香東 日和佐 協和 三木 山南 赤穂

H 5 （香川） （大阪） （香川） （徳島） （香川） （香川） （岡山） （兵庫）

第 2回 土庄 山手 阿南 香東 市場 岡崎 協和 衣川

H 6 （香川） （兵庫） （徳島） （香川） （徳島） （京都） （香川） （兵庫）

第 3回 山田 協和 旭東 赤穂西 鳴門一 山手 男山三 就実

H 7 （香川） （香川） （岡山） （兵庫） （徳島） （兵庫） （京都） （岡山）

第 4回 大宅 楠根 土庄 山田 香東 就実 市場 南部

H 8 （京都） （大阪） （香川） （香川） （香川） （岡山） （徳島） （和歌山）

第 5回 楠根 住吉一 衣川 魚住東 大宅 男山三 香東 就実

H 9 （大阪） （大阪） （兵庫） （兵庫） （京都） （京都） （香川） （岡山）

第 6回 楠根 協和 魚住東 一本松 衣川 大豊 土庄 大川

H10 （大阪） （香川） （兵庫） （愛媛） （兵庫） （高知） （香川） （香川）

第 7回 砥部 高松 住吉一 山手 男山三 阿南一 白鳥 都祁

H11 （愛媛） （岡山） （大阪） （兵庫） （京都） （徳島） （香川） （奈良）

第 8回 仲南 坂越 赤穂西 協和 平岡南 妙寺 砥部 大成

H12 （香川） （兵庫） （兵庫） （香川） （兵庫） （和歌山） （愛媛） （兵庫）

第 9回 丹原東 浜の宮 住吉一 土佐塾 丸亀東 高知 協和 都祁

H13 （愛媛） （兵庫） （大阪） （高知） （香川） （高知） （香川） （奈良）

第10回 縄手南 男山三 衣川 高知 土庄 浜の宮 丸亀東 城東

H14 （大阪） （京都） （兵庫） （高知） （香川） （兵庫） （香川） （愛媛）

第11回 鏡野 土庄 衣川 住吉一 香芝 久米 今治南 荒井

H15 （高知） （香川） （兵庫） （大阪） （奈良） （岡山） （愛媛） （兵庫）

第12回 平岡南 龍雲 協和 香芝東 縄手南 土佐町 富山Ａ 土庄

H16 （兵庫） （香川） （香川） （奈良） （大阪） （高知） （富山） （香川）

第13回 平岡南 赤穂 土佐女子 赤穂東 三国 北郷 和田山 香芝

H17 （兵庫） （兵庫） （高知） （兵庫） （大阪） （愛媛） （兵庫） （奈良）

第14回 縄手南 浜の宮 都島 高知 富山Ａ 穴吹 鴨島一 高松・古高松

H18 （大阪） （兵庫） （大阪） （高知） （富山） （徳島） （徳島） （岡山・香川）

第15回 面河 縄手南 一本松 赤穂東 高野口 玉島北 富山市 芸西

H19 （愛媛） （大阪） （愛媛） （兵庫） （和歌山） （岡山） （富山） （高知）

第16回 那賀川 高松 玉島北 若草 大川 大栃 土庄 石尾

H20 （徳島） （岡山） （岡山） （奈良） （香川） （高知） （香川） （大阪）

第17回 高松 魚住 一本松 若草 大川 住吉一 総社東 那賀川

H21 （岡山） （兵庫） （愛媛） （奈良） （香川） （大阪） （岡山） （徳島）

第18回 東陽 徳島文理 奈義 太秦 大栃 久万 住吉一 窪川

H22 （大阪） （徳島） （岡山） （京都） （高知） （愛媛） （大阪） （高知）

第19回 東陽 明和 紫雲 魚住 大川 山田 阿波 若草

H23 (大阪) (和歌山) (香川) (兵庫) (香川) (香川) (徳島) （奈良）

第20回 鳴門一 紫雲 阿南一 誠風 石尾 石井 山田Ａ 山田Ｂ

H24 (徳島) (香川) (徳島) (大阪) (大阪) (徳島) (香川) （香川）

第21回 西浜 東予西 魚住 那賀川 山田 北陵 東百舌鳥A 鳴門一

H25 （和歌山） （愛媛） （兵庫） （徳島） （香川） （岡山） （大阪） （徳島）

第22回 津山西 北島 阿倍野 嬉野 魚住 久万 倉敷天城 大淀

H26 （岡山） （徳島） （大阪） （三重） （兵庫） （愛媛） （岡山） （奈良）

第23回 勝央 勝山 高松 東予東 丸亀東 河北・明和 小豆島 河北

H27 （岡山） （愛媛） （岡山） （愛媛） (香川) （和歌山） (香川) （愛媛）

第24回 勝山 重信 小豆島 二名 坂出 砥部 貴志 津山西

H28 （愛媛） （愛媛） （香川） （奈良） (香川) （愛媛） (和歌山) （岡山）

第25回 勝山 重信 八木 那賀川 坂出 郡山 平岡 徳島

H29 （愛媛） （愛媛） （奈良） （徳島） (香川) （奈良） (兵庫) （徳島）

第26回 鏡野 大島 那賀川 富雄 桜町 玉藻 香芝東 満濃

H30 （岡山） （愛媛） （徳島） （奈良） (香川) （香川） (奈良) （香川）

第３位 ベスト８
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R1

第28回

R2

コロナウイルス感染症の影響を考慮し、中止

コロナウイルス感染症の影響を考慮し、中止


