
西暦 和暦 代表校

２回戦 ○ １２－７ 名古屋短大附 （愛知県）

準決勝 ○ ９－５ 徳　　 山 （山口県）

優勝 決　 勝 ○ ９－７ 熊本女子商 （熊本県）

１回戦 ○ １３－７ 熊本市立 （熊本県）

２回戦 ● ４－１６ 徳　　 山 （山口県）

1979 昭和54 3 徳　 山 参加なし 小松市立女 （石川県）

１回戦 〇 １２－２ 真　　 備 （東京都）

２回戦 ● ２－３ 名古屋短大附 （愛知県）

1981 昭和56 5 名古屋 参加なし 市邨学園 （愛知県）

1982 昭和57 6 名古屋 聖和学園 １回戦 ● ５－１５ 四天王寺 （大阪府） 山陽女子 （広島県）

1983 昭和58 7 名古屋 参加なし 小松市立女 （石川県）

1984 昭和59 8 名古屋 参加なし 名古屋短大附 （愛知県）

1985 昭和60 9 名古屋 参加なし 小松市立女 （石川県）

１回戦 〇 １８－１４ 上　　 磯 （北海道）

２回戦 ● １５－１４ 夙川学院 （兵庫県）

１回戦 ○ １７－１３ 今 治 南 （愛媛県）

１回戦 ● １７－２２ 東海女子 （愛知県）

１回戦 ○ ２０－１８ 江東商業 （東京都）

２回戦 ● １２－２０ 彦根商業 （滋賀県）

１回戦 〇 ２２－１２ 川 崎 北 （神奈川県）

２回戦 〇 １７－８ 静岡城北 （静岡県）

３回戦 ○ １６－１５ 浦和実業 （埼玉県）

準決勝 ● １１－１３ 名古屋短大附 （愛知県）

1990 平成2 14 名古屋 聖和学園 ２回戦 ● １６－２１ 川 崎 北 （神奈川県） 名古屋短大附 （愛知県）

1991 平成3 15 名古屋 参加なし 四天王寺 （大阪府）

1992 平成4 16 名古屋 参加なし 名古屋短大附 （愛知県）

１回戦 ○ ２３－１６ 養老女子 （岐阜県）

２回戦 ○ １５－１３ 生　　 駒 （奈良県）

３回戦 ● １０－１４ 前橋市女子 （群馬県）

1994 平成6 18 徳　 山 参加なし 名古屋短大附 （愛知県）

1995 平成7 19 名古屋 聖和学園 １回戦 ● １５－２０ 佼成学園女 （東京都） 名古屋短大附 （愛知県）

1996 平成8 20 名古屋 聖和学園 ２回戦 ● ４－８ 岩国商業 （山口県） 宣　　 真 （大阪府）

1997 平成9 21 名古屋 参加なし 洛　　北 （京都府）

【東北出場枠：２】

1980 昭和55 小松市立女 （石川県）

夙川学院 （兵庫県）1988 昭和63 12 名古屋 聖和学園

1987 昭和62 11 名古屋 聖和学園 名古屋短大附 （愛知県）

10 名古屋 聖和学園

対戦校 優勝校

【第10回記念大会東北出場枠：３】

全 国 選 抜 大 会 宮 城 県 勢 の 戦 績 一 覧　【女子】

年度
回 開催地

女　　　　　　　子

涌　　 谷 （宮城県）1977 昭和52 1 名古屋 涌　　　谷

【東北出場枠：１】

1978 昭和53 2 名古屋 涌　　 谷 小松市立女 （石川県）

【第15回記念大会東北出場枠：３】

宣　　 真 （大阪府）名古屋13平成元1989
聖和学園

第３位

4 名古屋 涌　　 谷

昭和学院 （千葉県）1986 昭和61

【東北出場枠：２】

1993 平成5 17 名古屋 聖和学園 熊本女子 （熊本県）

【東北出場枠：３】

【第20回記念大会東北出場枠：４】

【東北出場枠：３】



西暦 和暦 代表校

１回戦 ○ ２２－１２ 初芝橋本 （和歌山県）

２回戦 ● １３－１５ 松　　 橋 （熊本県）

1999 平成11 23 大　 阪 聖和学園 １回戦 ● ２１－２９ 浦和実業 （埼玉県） 桜花学園 （愛知県）

２回戦 〇 ２３－１２ 浦和実業 （埼玉県）

３回戦 ● １８－２３ 宣　　 真 （大阪府）

２回戦 〇 ２６－１５ 鹿児島南 （鹿児島県）

３回戦 ● １４－２０ 市立桜宮 （大阪府）

古川商業 ２回戦 ● ２１－３０ 大分鶴崎 （大分県）

2002 平成14 26 氷　 見 聖和学園 １回戦 ● １９－３０ 静岡城北 （静岡県） 小松市立 （石川県）

2003 平成15 27 神奈川 聖和学園 １回戦 ● １４－２７ 松　　 橋 （熊本県） 小松市立 （石川県）

１回戦 〇 ３４－１３ 静岡城北 （静岡県）

２回戦 〇 ３４－６ 北海道紋別北 （北海道）

３回戦 ● ２０－３１ 文大杉並 （東京都）

2005 平成17 29 東　 京 聖和学園 １回戦 ● １９－２５ 夙川学院 （兵庫県） 高岡向陵 （富山県）

2006 平成18 30 徳　 島 聖和学園 ２回戦 ● １１－２１ 洛　　 北 （京都府） 洛　　北 （京都府）

2007 平成19 31 徳　 島 聖和学園 １回戦 ● １９－３１ 水海道二 （茨城県） 洛　　北 （京都府）

2008 平成20 32 徳　 島 参加なし 名経大市邨 （愛知県）

2009 平成21 33 花　 巻 聖和学園 １回戦 ● ２６－３４ 玉野光南 （岡山県） 四天王寺 （大阪府）

2010 平成22 34 花　 巻

2011 平成23 35 花　 巻 参加なし 華　　 陵 （山口県）

2012 平成24 36 静　 岡 参加なし 佼成学園女 （東京都）

２回戦 〇 ２３－２１ 四日市四郷 （三重県）

３回戦 ● ２１－３９ 昭和学院 （千葉県）

２回戦 〇 ３１－２７ 那 覇 西 （沖縄県）

３回戦 ● ２４－３３ 玉野光南 （岡山県）

2015 平成27 39 神　 戸 聖和学園 １回戦 ● ２０－２６ 大　　 分 （大分県） 水海道二 （茨城県）

１回戦 〇 ２５－２０ 県岐阜商 （岐阜県）

２回戦 ● １７－３９ 高　 　水 （山口県）

2017 平成29 41 神　 戸 聖和学園 ２回戦 ● １４－２１ 大　　 分 （大分県） 大　　 分 （大分県）

2018 平成30 42

2019 平成31 43

2020 平成32 44

2021 平成33 45

2022 平成34 46

2023 平成35 47

2024 平成36 48

2029 平成37 49

2030 平成38 50

2031 平成39 51

2032 平成40 52

2033 平成41 53

2034 平成42 54

2035 平成43 55

2016 平成28 40 神　 戸 聖和学園 佼成学園女 （東京都）

宣　　 真 （大阪府）

38 名古屋 聖和学園 白梅学園 （東京都）

聖和学園2004 平成16 28 茨　 城 陽　　明 （沖縄県）

東日本大震災のため中止

2013 平成25 37 名古屋 聖和学園 佼成学園女 （東京都）

2014 平成26

聖和学園 福井商業 （福井県）

年度
回 開催地

女　　　　　　　子

対戦校 優勝校

（沖縄県）

聖和学園氷　 見24平成122000

聖和学園
陽　　明氷　 見25平成132001

【東北出場枠：４】

1998 平成10 22 大　 阪


