
優勝 準優勝 優勝 準優勝 回数 (西暦) 優勝 第2位 優勝 第2位

明大中野 東京 藤村女 順天 第24回 (1981年) 桐朋 立教 桐朋女 玉川

東京 明大中野 二階堂 藤村女 第25回 (1982年) 芝 立教 桐朋女 調布

目黒 桐朋 白梅 日体桜華 第26回 (1983年) 立教 芝 桐朋女 佼成女

関東 東京 白梅 日体桜華 第27回 (1984年) 芝 成城 桐朋女 藤村女

東京 農大一 武蔵野 二階堂 第28回 (1985年) 暁星 成城 桐朋女 藤村女

保善 農大一 武蔵野 日大桜丘 第29回 (1986年) 暁星 立教 藤村女 桐朋女

東京 関東 順天 共栄 第30回 (1987年) 立教 暁星 桐朋女 玉川

東京 早実 佼成女 武蔵野 第31回 (1988年) 立教 暁星 桐朋女 富士見

不明 不明 不明 不明 第32回 (1989年) 立教 不明 不明 不明

東京 農大一 東京 武蔵野 第33回 (1990年) 桐朋 立教 桐朋女 武蔵野

東京 八王子 東京 日体桜華 第34回 (1991年) 桐朋 暁星 桐朋女 藤村

東京 保善 日体桜華 東京 第35回 (1992年) 桐朋 立教 桐朋女 調布

東京 八王子 東京 日体桜華 第36回 (1993年) 立教 桐朋 松蔭 桐朋女

八王子 東京 東京 桜華女 第37回 (1994年) 立教 成城 武蔵野 駒沢女

東京 八王子 東京 桜華女 第38回 (1995年) 立教 成城 藤村女 桐朋女

東京 八王子 東京 東京成徳 第39回 (1996年) 立教 本郷 桐朋女 調布

八王子 東京工 東京成徳 八王子 第40回 (1997年) 立教 巣鴨 桐朋女 藤村女

東京工 保善 東京成徳 桜華女 第41回 (1998年) 立教 桐朋 桐朋女 調布

八王子 早大学院 桜華女 藤村女 第42回 (1999年) 桐朋 立教 調布 桐朋女

八王子 早実 東京成徳 桐朋女 第43回 (2000年) 立教池袋 桐朋 昭和女 桐朋女

堀越 八王子 東京成徳 桜華女 第44回 (2001年) 立教池袋 本郷 昭和女 日大二

中大付 八王子 東京成徳 桜華女 第45回 (2002年) 立教池袋 本郷 昭和女 星美

堀越 八王子 八王子 東京成徳 第46回 (2003年) 本郷 巣鴨 桐朋女 昭和女

堀越 立教池袋 八王子 桜華女 第47回 (2004年) 本郷 巣鴨 桐朋女 昭和女

東京 立教池袋 東京 八王子 第48回 (2005年) 本郷 学習院 昭和女 桐朋女

東京 立教池袋 東京 八王子 第49回 (2006年) 学習院 桐朋 桐朋女 昭和女

東京 八王子 東京 日体荏原 第50回 (2007年) 学習院 城北 昭和女 桐朋女

東京 郁文館 東京 八王子 第51回 (2008年) 桐朋 学習院 武蔵野東 星美学園

東京 学習院 東京 八王子 第52回 (2009年) 学習院 立正 戸板 武蔵野東

東京 早大学院 東京 八王子 第53回 (2010年) 桐朋 本郷 星美学園 戸板

東京 日体荏原 東京 武蔵野 第54回 (2011年) 桐朋 成蹊 武蔵野東 戸板

東京 堀越 東京 成城学園 第55回 (2012年) 桐朋 立教池袋 戸板 武蔵野東

東京 堀越 東京 八王子 第56回 (2013年) 桐朋 立教池袋 武蔵野東 中大附

東京 立教池袋 東京 白梅学園 第57回 (2014年) 桐朋 学習院 武蔵野東 成蹊

東京 岩倉 東京 白梅学園 第58回 (2015年) 桐朋 駒場東邦 桜美林 武蔵野東

東京 岩倉 東京 日工大駒場 第59回 (2016年) 巣鴨 本郷 武蔵野東 成蹊

東京 明星学園 東京 日工大駒場 第60回 (2017年) 駒場東邦 桐朋 武蔵野東 成蹊

東京 明星学園 東京 日工大駒場 第61回 (2018年) 本郷 桐朋 三田国際 武蔵野東

第62回 (2019年)

大会

歴代総合優勝・準優勝校一覧
※公認大会となった第24回大会以降を掲載しています。

〔中学の部〕
男　子 女　子

〔高校の部〕
男　子 女　子


