
東海高等学校新人大会静岡県予選　全記録

優勝 準優勝 ３位 ４位 優勝 準優勝 ３位 ４位

1 S62 興誠 浜松西 日大三島 静岡市立 浜松市立 市立沼津 浜松南 西遠女子

2 S63 沼津学園 浜松西 興誠 静岡市立 市立沼津 西遠女子 常葉学園 誠心

3 H1 浜松西 浜松商 興誠 浜松北 西遠女子 誠心 市立沼津 浜松市立

4 H2 浜松西 浜松商 興誠 三ケ日 常葉学園 西遠女子 市立沼津 清水西

5 H3 興誠 静岡市立 浜松西 加藤学園暁秀 市立沼津 常葉学園 西遠女子 静岡精華

6 H4 沼津学園 浜松西 静岡東 浜松商 市立沼津 誠心 常葉学園 静岡市立

7 H5 沼津学園 興誠 静岡南 浜松西 市立沼津 常葉学園 沼津精華 浜松海の星

8 H6 興誠 浜松商 加藤学園 浜松西 常葉学園 市立沼津 浜松市立 誠心

9 H7 浜松西 興誠 静岡 沼津学園 常葉学園 静岡市立 静岡女子 西遠女子

10 H8 興誠 静岡 浜松湖東 加藤学園 市立沼津 常葉学園 沼津中央 西遠女子

11 H9 興誠 浜松西 加藤学園暁秀 浜松湖東 静岡女子 市立沼津 静岡 沼津中央

12 H10 興誠 浜松湖東 静岡学園 浜松北 常葉学園 市立沼津 沼津中央 静岡商

13 H11 静岡学園 興誠 沼津学園 静岡 静岡商 常葉学園 市立沼津 静岡女子

14 H12 静岡 沼津学園 浜松商 興誠 常葉学園 市立沼津 沼津中央 清水西

15 H13 興誠 浜松商 沼津学園 富士東 常葉学園 静岡商 市立沼津 浜松海の星

16 H14 浜松商 浜松湖東 興誠 沼津学園 常葉学園 静岡商 静岡女子 浜松海の星

17 H15 飛龍 加藤学園 浜松湖東 静岡西 沼津中央 常葉学園 静岡女子 浜松海の星

18 H16 飛龍 浜松商 伊豆中央 日大三島 常葉学園 浜松開誠館 沼津中央 静岡女子

19 H17 飛龍 日大三島 伊豆中央 加藤学園 常葉学園 沼津中央 市立沼津 浜松開誠館

20 H18 藤枝明誠 飛龍 興誠 星陵 常葉学園 市立沼津 浜松開誠館 沼津中央

21 H19 藤枝明誠 飛龍 星陵 静岡学園 常葉学園 市立沼津 沼津中央 浜松開誠館

22 H20 藤枝明誠 興誠 飛龍 沼津西 市立沼津 沼津中央 常葉学園 浜松開誠館

23 H21 藤枝明誠 興誠 沼津中央 静岡学園 静岡商 市立沼津 浜松開誠館 常葉学園

24 H22 沼津中央 藤枝明誠 興誠 清水東 静岡女子 沼津中央 静岡商 常葉学園

25 H23 沼津中央 藤枝明誠 星陵 静岡市立 沼津中央 市立沼津 浜松開誠館 常葉学園

26 H24 藤枝明誠 浜松西 浜松学院 沼津中央 静岡南 常葉学園 市立沼津 静岡女子

27 H25 藤枝明誠 沼津中央 常葉菊川 浜松開誠館 常葉学園 浜松開誠館 浜松海の星 藤枝順心

28 H26 飛龍 浜松学院 藤枝明誠 沼津中央 常葉学園 浜松開誠館 駿河総合 浜松学院

29 H27 浜松学院 飛龍 沼津中央 藤枝明誠 浜松学院 浜松開誠館 市立沼津 駿河総合

30 H28 飛龍 浜松学院 浜松開誠館 藤枝明誠 浜松開誠館 駿河総合 常葉学園 浜松海の星

31 H29 飛龍 浜松開誠館 藤枝明誠 浜松学院 浜松開誠館 駿河総合 市立沼津 常葉大常葉

32 H30 藤枝明誠 飛龍 静岡学園 浜松開誠館 浜松開誠館 常葉大常葉 駿河総合 島田

33 R元

※昭和62年度は9月に行われたﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会の結果を掲載。第2回から全国選抜東海予選とは別に1，2月に新人大会を単独開催。

※平成4年度までは男女上位2チーム、平成5年度からは男女上位3チームが東海新人大会に出場。
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男子 女子


