
東京都中学校バレーボール選手権大会記録

西　暦 年　度 回数
男 　子 女 　子

優 勝 校 準優勝校 優 勝 校 準優勝校
1947 昭和22 1 桜町 中村
1948 昭和23 2 桜町 学大附
1949 昭和24 3 日野 目黒十
1950 昭和25 4 松渓 荒川西 お茶の水 青葉学園
1951 昭和26 5 立教 鉢山 大森三 牛込一
1952 昭和27 6 小岩一 代々木 お茶の水
1953 昭和28 7 教大附 小岩一 八王子二 明正
1954 昭和29 8 代々木 八王子二 八王子六
1955 昭和30 9 代々木 八王子二 池袋
1956 昭和31 10 中川 八王子四
1957 昭和32 11 目黒十一 小岩二 八王子四 池袋
1958 昭和33 12 井草 蔵前 八王子四 堺
1959 昭和34 13 目黒十一 井草 堺 大森四
1960 昭和35 14 目黒四 深川三 八王子四 堺
1961 昭和36 15 小岩一 文京九 金町 八王子二
1962 昭和37 16 小岩一 第三砂町 文林 八王子二
1963 昭和38 17 文林 深川三 文林 開進一
1964 昭和39 18 上石神井 小岩一 文林 東山
1965 昭和40 19 小岩一 目黒十一 文林 東山
1966 昭和41 20 文林 荏原四 東山 秋多
1967 昭和42 21 安方 目黒十一 秋多 八王子四
1968 昭和43 22 町田二 松江一 八王子一 立川三
1969 昭和44 23 町田二 淀橋二 八王子二 府中五
1970 昭和45 24 出雲 阿佐ヶ谷 奥戸 秋多

1971 昭和46 25
⑥鉢山 出雲 ⑥青梅二 阿佐ヶ谷

⑨阿佐ヶ 赤羽台 ⑨荏原四 上板橋三

1972 昭和47 26
⑥出雲 早実 ⑥平井 福生二

⑨松江一 目黒十 ⑨日野 文京五
1973 昭和48 27 富士見台 出雲 八王子二 府中五
1974 昭和49 28 富士見台 出雲 八王子二 府中五
1975 昭和50 29 東久留米 福生二 福生二 出雲
1976 昭和51 30 東久留米 鳥山 福生二 平井
1977 昭和52 31 出雲 大森八 八王子二 文京十
1978 昭和53 32 練成 東深沢 八王子二 青梅三
1979 昭和54 33 新星 鈴ヶ森 忠生 青梅三
1980 昭和55 34 荏原二 鉢山 文京十 青梅三
1981 昭和56 35 伊藤 鉢山 文京十 府中五
1982 昭和57 36 池尻 鉢山 府中五 金町
1983 昭和58 37 伊藤 鉢山 文京十 府中五
1984 昭和59 38 鉢山 東蒲 文京十 金町
1985 昭和60 39 瑞穂 大久野 順心 鹿浜
1986 昭和61 40 金町 荏原三 順心 文京十
1987 昭和62 41 浜川 東村山五 茗台 金町
1988 昭和63 42 浜川 瑞穂 茗台 府中五
1989 平成元 43 金町 原宿 文京学園 共栄学園
1990 平成2 44 出雲 四ツ木 成女学園 文京学園
1991 平成3 45 金町 東調布 文京女子 共栄学園
1992 平成4 46 足立西 小岩一 共栄学園 文京女子
1993 平成5 47 足立西 浜川 共栄学園 成女学園
1994 平成6 48 駒形 駒沢 成徳学園 金町
1995 平成7 49 足立四 蒲田 成徳学園 志村二
1996 平成8 50 駒形 中野七 成徳学園 志村二
1997 平成9 51 駒形 小松川三 共栄学園 成徳学園
1998 平成10 52 駒形 小松川三 文京女子 武蔵野
1999 平成11 53 駒形 小松川三 共栄学園 成徳学園
2000 平成12 54 蒲田 駒形 文京女子 成徳学園
2001 平成13 55 小松川三 淵江 共栄学園 第二南砂
2002 平成14 56 安田学園 サレジオ 文京学院 共栄学園
2003 平成15 57 サレジオ 安田学園 八王子実 文京学院
2004 平成16 58 サレジオ 駿台学園 八王子実 文京学院
2005 平成17 59 サレジオ 駿台学園 文京学院 志村一
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