
東海高等学校新人大会　全記録 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 S62 東海工業 興誠 四日市工業 沼津学園 名短大附 星城 市立沼津 岐阜女子商

2 S63 愛工大名電 東海工業 興誠 岐阜農林 名短大附 市立沼津 星城 誠心

3 H1 浜松西 愛工大名電 名古屋第一 津工業 名短大附 高蔵 西遠女子 津東

4 H2 浜松西 愛工大名電 四日市工業 岐阜農林 名短大附 常葉学園 高蔵 四日市四郷

5 H3 愛工大名電 四日市工 興誠 東海工業 名短大附 市立沼津 高蔵 四日市四郷

6 H4 沼津学園 浜松西 愛工大名電 大垣工業 名短大附 星城 市立沼津 四日市四郷

7 H5 愛工大名電 岐阜農林 興誠 沼津学園 名短大附 市立沼津 岐阜女子 沼津精華

8 H6 愛工大名電 興誠 東海工業 浜松商業 名短大附 常葉学園 市立沼津 高蔵

9 H7 名古屋第一 浜松西 四日市工業 岐阜農林 名短大附 常葉学園 星城 静岡市立

10 H8 興誠 岐阜農林 愛工大名電 四日市工業 名短大附 市立沼津 常葉学園 岐阜女子

11 H9 興誠 愛工大名電 加藤学園暁秀 津工業 名短大附 岐阜女子 静岡 静岡女子

12 H10 浜松湖東 興誠 静岡学園 四日市工業 名短大附 常葉学園 沼津中央 星城

13 H11 静岡学園 四日市工 岐阜農林 興誠 桜花学園 静岡商業 高蔵 星城

14 H12 岐阜農林 名古屋大谷 東海工業 静岡 桜花学園 岐阜女子 常葉学園 愛知商業

15 H13 浜松商業 興誠 沼津学園 四日市工業 常葉学園 桜花学園 岐阜女子 静岡商業

16 H14 愛産大工業 安城学園 名古屋大谷 浜松商業 桜花学園 常葉学園 岐阜女子 星城

17 H15 安城学園 四日市工業 四日市工業 四日市西 桜花学園 星城 岐阜女子 常葉学園

18 H16 四日市工業 安城学園 愛産大工業 岐阜総合 岐阜女子 桜花学園 常葉学園 星城

19 H17 安城学園 飛龍 伊勢工業 美濃加茂 桜花学園 岐阜女子 星城 名経大高蔵

20 H18 藤枝明誠 岡崎城西 愛産大工業 安城学園 桜花学園 常葉学園 岐阜女子 浜松開誠館

21 H19 藤枝明誠 中部大第一 四日市工業 飛龍 桜花学園 常葉学園 岐阜女子 市立沼津

22 H20 藤枝明誠 桜丘 美濃加茂 四日市西 桜花学園 市立沼津 岐阜女子 沼津中央

23 H21 藤枝明誠 安城学園 沼津中央 四日市西 桜花学園 市立沼津 静岡商業 安城学園

24 H22 沼津中央 愛産大工業 桜丘 中部大第一 桜花学園 岐阜女子 静岡女子 沼津中央

25 H23 桜丘 美濃加茂 藤枝明誠 沼津中央 桜花学園 岐阜女子 星城 安城学園

26 H24 藤枝明誠 中部大第一 岐阜農林 四日市西 桜花学園 安城学園 岐阜女子 いなべ総合

27 H25 中部大第一 藤枝明誠 安城学園 愛産大工業 桜花学園 岐阜女子 安城学園 名経大高蔵

28 H26 桜丘 中部大第一 飛龍 四日市工業 桜花学園 岐阜女子 常葉学園 四日市商業

29 H27 中部大第一 沼津中央 浜松学院 四日市工業 桜花学園 岐阜女子 星城 安城学園

30 H28 中部大第一 飛龍 桜丘 四日市工業 岐阜女子 桜花学園 浜松開誠館 駿河総合

31 H29 中部大第一 飛龍 桜丘 四日市工業 安城学園 浜松開誠館 桜花学園 四日市商業

32 H30

※平成4年度までは各県予選男女上位2チーム、平成5年度からは各県男女上位3チームが出場。
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