
優 勝 記 録 第１回 調布中 第16回 ⼩⾦井⼀中 第31回 ひよどり⼭中 第46回 ⼤坂上中 第61回 福⽣⼆中
第２回 ⼋王⼦五中 第17回 武蔵野⼆中 第32回 ⽇⼤三中 第47回 明星中 第62回 ⼤坂上中
第３回 武蔵野⼀中 第18回 ⽴川⼆中 第33回 福⽣⼆中 第48回 ⽴川九中 第63回 桐朋中
第４回 ⼋王⼦五中 第19回 神代中 第34回 福⽣⼀中 第49回 ⼤坂上中 第64回 三鷹⼆中
第５回 三鷹⼀中 第20回 ⼋王⼦⼆中 第35回 ⽴川九中 第50回 瑞穂中 第65回 東海⼤菅⽣中

第６回 武蔵野三中 第21回 ⽻村中 第36回 桐朋中 第51回 東⼤和四中 第66回 東⼤和⼀中

第７回 武蔵野三中 第22回 武蔵野五中 第37回 桐朋中 第52回 法政⼀中 第67回 東海⼤菅⽣中

第８回 ⼋王⼦六中 第23回 桐朋中 第38回 秋川東中 第53回 瑞穂中 第68回 ⼤坂上中
第９回 三鷹⼀中 第24回 福⽣⼆中 第39回 瑞穂中 第54回 ⽻村三中 第69回 早稲⽥実業中

第10回 ⼋王⼦五中 第25回 ⽻村⼆中 第40回 ⽻村⼀中 第55回 ⽻村⼀中 第70回 明中⼋王⼦中

第11回 ⽴川⼆中 第26回 東久留⽶⻄中 第41回 ⽻村三中 第56回 法政⼀中
第12回 ⽴川⼆中 第27回 ⽇⼤三中 第42回 ⻑房中 第57回 ⽻村三中
第13回 ⽴川⼆中 第28回 桜美林中 第43回 昭和中 第58回 ⼩⾦井⼆中

第14回 武蔵野⼆中 第29回 ⽇⼤三中 第44回 瑞穂中 第59回 東海⼤菅⽣中

第15回 ⼩平三中 第30回 ⽇⼤三中 第45回 ⽻村⼀中 第60回 明⼤明治中

堀 江 杯 第25回 ⽻村⼆中 第35回 由井中 第45回 五⽇市中 第55回 ⼩⼭⽥中 第65回 稲城六中
第26回 桜美林中 第36回 秋川⻄中 第46回 ⽻村⼀中 第56回 町⽥南中 第66回 保⾕中
第27回 ⽴川六中 第37回 桜美林中 第47回 明星中 第57回 明星中 第67回 明中⼋王⼦中

第28回 ⼋王⼦⼆中 第38回 武蔵野⼆中 第48回 府中六中 第58回 東村⼭⼆中 第68回 東村⼭五中

第29回 町⽥⼆中 第39回 瑞穂中 第49回 ⼤坂上中 第59回 武蔵村⼭⼀中 第69回 ⽇野⼀中
第30回 福⽣⼆中 第40回 松が⾕中 第50回 国分寺四中 第60回 ⼩平三中 第70回 ⼤坂上中
第31回 ⽥無⼆中 第41回 ⽻村三中 第51回 東村⼭七中 第61回 東海⼤菅⽣中

第32回 神代中 第42回 昭和中 第52回 桐朋中 第62回 狛江⼆中
第33回 福⽣⼆中 第43回 昭和中 第53回 福⽣⼆中 第63回 瑞穂中
第34回 ⼭崎中 第44回 三鷹⼀中 第54回 秋多中 第64回 東海⼤菅⽣中

⼩ 河 賞 第27回 桜井 雅義 (⽇⼤三中) 第42回 柴⽥ 孔明 （三鷹⼆中） 第57回 寺⻄ 郁也 （⽻村三中）

第28回 和久井雅⼈ (桜美林) 第43回 佐藤 ⼤祐 （昭和中） 第58回 池上 遵平 （⼩⾦井⼆中）

第29回 鈴⽊ 浩実 (⽇⼤三中) 第44回 古川 浩也 （瑞穂中） 第59回 上⽥  崇 （東海⼤菅⽣中)

第30回 渡辺 肇也 (⽇⼤三中) 第45回 ⽥村 隆志 （⽻村⼀中） 第60回 笹内 俊佑 （明⼤明治中）

第31回 間  光雄 (由井中) 第46回 ⼭本 篤志 （⼤坂上中） 第61回 ⼩町 俊樹 （福⽣⼆中）

第32回 ⼭⾕ 秀明 (⽥無⼆中) 第47回 ⻘⽊ 彦⼆ （明星中） 第62回 豊⽥  航 （⼤坂上中）

第33回 ⿃海 宏司 (福⽣⼆中) 第48回 鈴⽊ 威宏 （⽴川九中） 第63回 中原 愉仁 （桐朋中）

第34回 児島 ⼀浩 (福⽣⼀中) 第49回 武政  聡 （⼤坂上中） 第64回 ⼭﨑 章雄 （三鷹⼆中）

第35回 芝原  宣 (⽴川九中) 第50回 古川 薫輝 （瑞穂中） 第65回 蒔⽥ 海⼈ （東海⼤菅⽣中）

第36回 ⼩作 正⼈ (桐朋中) 第51回 筑紫 真⼈ （東⼤和四） 第66回 ⿑藤  翼 （東⼤和⼀中）

第37回 ⼩作 正⼈ (桐朋中) 第52回 菅原 知弘 （法政⼀中） 第67回 ⼩椋 遼太 （東海⼤菅⽣）

第38回 諸橋  亮 (秋川東中) 第53回 多賀 康⼈ （福⽣⼆中) 第68回 舘池 亮佑 （⼤坂上中）

第39回 岡⽥ 正⾏ (狛江⼀中) 第54回 松島 元気 （⽻村三中） 第69回 中村未来翔 （早稲⽥実業中）

第40回 川鍋 経夫 (⽻村⼀中) 第55回 ⼟屋 剛史 （⽻村⼀中） 第70回 渡辺 春登 （明中⼋王⼦中）

第41回 本⽥ 直也 (⽻村三中) 第56回 奈良 雄⾶ （法政⼀中）

後 藤 杯 第48回 ⽻村⼆中 第53回 東村⼭⼆中 第58回 東海⼤菅⽣中 第63回 町⽥⼆中 第68回 町⽥⼆中
第49回 ⽻村⼀中 第54回 吹上中 第59回 東⼤和三中 第64回 ⽻村三中 第69回 国分寺⼆中

第50回 瑞穂中 第55回 拝島中 第60回 鑓⽔中 第65回 稲城五中 第70回 由井中
第51回 ⽇野三中 第56回 三沢中 第61回 武蔵村⼭⼀中 第66回 瑞穂中
第52回 七⽣中 第57回 鑓⽔中 第62回 東海⼤菅⽣中 第67回 ⽇野四中

歴代記録



能 村 杯 第52回 法政⼀中 第56回 法政⼀中 第60回 明⼤明治中 第64回 三鷹⼆中 第68回 ⼤坂上中
第53回 瑞穂中 第57回 ⽻村三中 第61回 福⽣⼆中 第65回 東海⼤菅⽣中 第69回 早稲⽥実業中

第54回 ⽻村三中 第58回 ⼩⾦井⼆中 第62回 ⼤坂上中 第66回 東⼤和⼀中 第70回 明中⼋王⼦中

第55回 ⽻村⼀中 第59回 東海⼤菅⽣中 第63回 桐朋中 第67回 東海⼤菅⽣中

笠 嶋 賞 第68回 北澤 神楽 (⼤坂上中)


