
全日本中学校バレーボール選手権大会記録

回 開催地
男子 女子

優勝校 準優勝校 優勝校 準優勝校
1 東京 鉢山クラブ （東京） 直方第三中 （福岡） 下川沿中 （秋田） 大船中 （神奈川）
2 東京 向丘中 （神奈川） 菊間中 （愛媛） 雄新中 （愛媛） 平野中 （大阪）
3 東京 三島東中 （愛媛） 富士見台中 （東京） 八王子第二中 （東京) 蒲生中 （大阪）
4 東京 向丘中 （神奈川） 三本中 （兵庫） 古河第一中 （茨城） 長州中 （大分）
5 東京 東久留米南中 （東京）） 塚沢中 （群馬） 蒲生中 （大阪） 出雲中 （東京）
6 東京 谷田部中 （茨城） 城南中 （佐賀） 蒲生中 （大阪） 笠利中 （鹿児島）
7 東京 斑鳩中 （奈良） 出雲中 （東京） 八王子第二中 （東京) 大川中 （香川）
8 東京 東野中 （熊本） 大川中 （福岡） 蒲生中 （大阪） 古河第一中 （茨城）
9 東京 浜松北部中 （静岡） 東野中 （熊本） 古河第一中 （茨城） 龍野西中 （兵庫）
10 東京 古河第二中 （茨城） 菊間南中 （熊本） 蒲生中 （大阪） 龍野西中 （兵庫）
11 東京 伊藤中 （東京） 塚沢中 （群馬） 墨坂中 （長野） 御成中 （神奈川）
12 東京 光丘中 （神奈川） 生田中 （神奈川） 真岡中 （栃木） 府中第五中 （東京）
13 東京 長浜東中 （滋賀） 桑山中 （山口） 文京第十中 （東京) 真岡中 （栃木）
14 尼崎 竜海中 （愛知） 生田中 （神奈川） 文京第十中 （東京) 中之条第一中 （群馬）
15 旭川 十文字中 （秋田） 津幡中 （石川） 文京第十中 （東京) 蒲生中 （大阪）
16 東京 上の宮中 （神奈川） 稲田中 （神奈川） 高崎第三 （群馬） 文京第十中 （東京）
17 静岡 下館北中 （茨城） 祇園東中 （広島） 古川中 （宮城） 茗台中 （東京）
18 仙台 東出雲中 （島根） 生田中 （神奈川） 花栗中 （埼玉） 東陽中 （大阪）
19 広島 菟田野中 （奈良） 押部谷中 （兵庫） 倉賀野中 （群馬） 文京学園女子中 （東京）
20 松山 塚口中 （兵庫） 西原東中 （沖縄） 文京学園女子中（東京) 倉賀野中 （群馬）
21 都城 陵西中 （山形） 酒田第四中 （山形） 雄新中 （愛媛） 文京女子大中 （東京）
22 金沢 相陽中 （神奈川） 大成中 （兵庫） 山里中 （長崎） 裾花中 （長野）
23 守山 菟田野中 （奈良） 足立第四中 （東京） 豊陽中 （大分） 共栄学園中 （東京）
24 江別 菟田野中 （奈良） 上牧中 （奈良） 四天王寺中 （大阪） 杵築中 （大分）
25 土浦 八幡東中 （滋賀） 小布施中 （長野） 四天王寺中 （大阪） 成徳学園中 （東京）
26 岐阜 駒形中 （東京） 古河第二中 （茨城） 裾花中 （長野） 大津中 （兵庫）
27 善通寺・丸亀 駒形中 （東京） 郡中 （長崎） 四天王寺中 （大阪） 成徳学園中 （東京）
28 山形・上山 駒形中 （東京） 山形第八中 （山形） 四天王寺中 （大阪） 共栄学園中 （東京）
29 長岡 小松川第三中 （東京） 古川西中 （宮城） 成徳学園中 （東京) 就実中 （岡山）
30 佐世保 山形第八中 （山形） 佐良浜中 （沖縄） 共栄学園中 （東京) 文京女子大中 （東京）
31 広島 江別中央中 （北海道） 小松川第三中 （東京） 成徳学園中 （東京) 第二南砂中 （東京）
32 奈良 城南中 （広島） 安佐南中 （広島） 文京学院大中 （東京） 共栄学園中 （東京)
33 釧路 安田学園中 （東京） サレジオ中 （東京） 文京学院大中 （東京） 八王子実践中 （東京)
34 川崎 安田学園中 （東京） 駿台学園中 （東京） 裾花中 （長野） 杵築中 （大分)
35 伊勢 サレジオ中 （東京） 江別中央中 （北海道） 裾花中 （長野） 大阪国際大和田中 （大阪)
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