
網掛け は　静岡県代表

優勝 準優勝 ３位 ４位 優勝 準優勝 ３位 ４位

1 S45 代々木 明大中野 京北 能代工 相模工大附 大曲 鶴鳴女子 名古屋女商 大妻

2 S46 代々木 中大附 能代工 明大中野 京北 鶴鳴女子 大曲 大妻 東京成徳

3 S47 代々木 広島商 岐阜農林 中大附 相模工大附 津女子 大曲 鶴鳴女子 大妻

4 S48 代々木 能代工 早稲田実 京北 石川県立工 大妻 樟蔭東 宇都宮女商 角館南

5 S49 代々木 能代工 福岡大大濠 土浦日大 洛南 樟蔭東 大妻 昭和学院 甲子園学院

6 S50 代々木 能代工 土浦日大 明大中野 京北 大妻 市邨学園 昭和学院 秋田市立

7 S51 代々木 土浦日大 京北 明大中野 弘前実 樟蔭東 明星学園 角館南 大曲

8 S52 代々木 京北 岐阜農林 福岡大大濠 高松商 小林 鶴鳴女子 樟蔭東 明星学園

9 S53 代々木 能代工 弘前実 福岡大大濠 岐阜農林 昭和学院 東亜学園 小林 熊本女子

10 S54 代々木 能代工 福岡大大濠 岐阜農林 弘前実 樟蔭東 東亜学園 昭和学院 宇都宮女商

11 S55 代々木 能代工 日大山形 京北 東海大浦安 東京成徳短附 市邨学園 夙川学院 樟蔭東

12 S56 代々木 日大山形 能代工 相工大附 名古屋電機 昭和学院 市邨学園 夙川学院 明星学園

13 S57 代々木 能代工 北陸 京北 日大豊山 東京成徳短附 昭和学院 宇都宮女商 中村学園女子

14 S58 代々木 京北 能代工 福岡大大濠 埼玉栄 昭和学院 甲子園学院 東京成徳短附 湯沢北

15 S59 代々木 能代工 京北 岐阜農林 福岡大大濠 東京成徳短附 名古屋短附 甲子園学院 昭和学院

16 S60 代々木 福岡大大濠 興南 京北 洛南 昭和学院 明星学園 甲子園学院 薫英

17 S61 代々木 能代工 北陸 市立船橋 九産大九州 昭和学院 薫英 名古屋短附 明星学園

18 S62 神戸 能代工 北陸 相工大附 仙台二 名古屋短附 星城 富岡 市立沼津

19 S63 代々木 能代工 北陸 福岡大大濠 愛工大名電 名古屋短附 明星学園 市立沼津 富岡

20 H1 代々木 愛工大名電 能代工 仙台 福岡大大濠 名古屋短附 富岡 市立沼津 甲子園学院

21 H2 代々木 能代工 土浦日大 福岡大大濠 洛南 名古屋短附 中村学園女子 東亜学園 小林

22 H3 代々木 能代工 初芝 仙台 北陸 中村学園女子 名古屋短附 東亜学園 鶴鳴女子

23 H4 代々木 愛工大名電 土浦日大 能代工 福岡大大濠 名古屋短附 東亜学園 新居浜商 明星学園

24 H5 代々木 福岡大大濠 土浦日大 能代工 仙台 名古屋短附 三田尻女子 昭和学院 聖和学園

25 H6 代々木 大商学園 國學院久我山 土浦日大 能代工 名古屋短附 純心女子 市立沼津 中村学園女子

26 H7 東京 能代工 仙台 洛南 愛工大名電 中村学園女子 樟蔭東 津幡 市立沼津

27 H8 代々木 能代工 福島工 洛南 仙台 名古屋短附 甲子園学院 樟蔭東 東京成徳短附

28 H9 東京 能代工 山形南 仙台 洛南 名古屋短附 明星学園 実践学園 聖和学園

29 H10 東京 能代工 市立船橋 仙台 小林 名古屋短附 富岡 中村学園女子 聖ｶﾀﾘﾅ女子

30 H11 東京 仙台 小林 世田谷学園 東住吉工 桜花学園 富岡 北中城 三田尻女子

31 H12 東京 仙台 小林 北陸 東住吉工 桜花学園 大阪薫英女学院 足羽 静岡商

32 H13 東京 能代工 福岡大大濠 洛南 土浦日大 桜花学園 丹原 富岡 熊本国府

33 H14 代々木 洛南 北陸 能代工 福岡大大濠 常葉学園 中村学園女子 昭和学院 聖ｶﾀﾘﾅ女子

34 H15 東京 能代工 福岡大大濠 洛南 延岡学園 桜花学園 東京成徳大 鶴鳴長崎女子 秋田経法大附

35 H16 東京 能代工 北陸 洛南 新潟商 金沢総合 桜花学園 大阪薫英女学院 聖ｶﾀﾘﾅ女子

36 H17 東京 福岡第一 延岡学園 洛南 市立船橋 中村学園女子 桜花学園 札幌山の手 昭和学院

37 H18 東京 洛南 北陸 福岡大大濠 八王子 中村学園女子 岐阜女子 倉敷翠松 足羽

38 H19 東京 洛南 福岡第一 能代工 明成 桜花学園 東京成徳大 山形市立商 聖ｶﾀﾘﾅ女子

39 H20 東京 洛南 福岡第一 延岡学園 八王子 桜花学園 東京成徳大 山形市立商 聖ｶﾀﾘﾅ女子

40 H21 東京 明成 福岡第一 福岡大大濠 北陸 桜花学園 東京成徳大 札幌山の手 山形市立商

41 H22 東京 北陸 福岡第一 京北 市立船橋 札幌山の手 中村学園女子 東京成徳大 大阪薫英女学院

42 H23 東京 延岡学園 尽誠学園 沼津中央 福岡大大濠 札幌山の手 山形市立商 桜花学園 岐阜女子

43 H24 広島 延岡学園 尽誠学園 洛南 北陸 桜花学園 聖ｶﾀﾘﾅ女子 昭和学院 山村学園

44 H25 東京 明成 福岡大大濠 京北 藤枝明誠 桜花学園 岐阜女子 聖ｶﾀﾘﾅ女子 昭和学院

45 H26 東京 明成 福岡大大濠 市立船橋 桜丘 桜花学園 昭和学院 聖ｶﾀﾘﾅ女子 安城学園

46 H27 東京 明成 土浦日大 能代工 中部大第一 岐阜女子 桜花学園 昭和学院 聖ｶﾀﾘﾅ女子

47 H28 東京 福岡第一 東山 北陸学院 帝京長岡 桜花学園 岐阜女子 昭和学院 大阪薫英女学院
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