
優　　勝 準優勝 優　　勝 準優勝
第 １ 回 Ｈ７ 1995.3.18 豊　橋 竜神中 豊　田 逢妻中 港　北 水野中 豊田Ｃ 半　田
第 ２ 回 Ｈ８ 1996.3.23 半　田 豊　田 豊橋Ａ 豊橋Ｂ 豊　田 豊　橋 半　田 瀬　戸
第 ３ 回 Ｈ９ 1997.3.22 豊　田 豊　橋 矢　作 半　田 豊　田 長久手 豊　橋 応　時
第 ４ 回 Ｈ１０ 1998.3.21 豊　田 瀬　戸 豊　橋 半　田 豊　田 長久手 豊　橋 瀬　戸
第 ５ 回 Ｈ１１ 1999.3.27 豊　田 瀬　戸 半　田 豊　橋 豊　田 瀬　戸 長久手 半　田
第 ６ 回 Ｈ１２ 2000.3.25 豊　橋 カクタス 豊　田 瀬　戸 豊　田 大　阪 瀬　戸 半　田
第 ７ 回 Ｈ１３ 2001.3.24 カクタス 瀬　戸 豊田Ａ 豊　橋 豊　田 瀬　戸 春日井 長久手
第 ８ 回 Ｈ１４ 2002.3.23 豊　橋 豊田Ａ 瀬　戸 カクタス 春日井 瀬　戸 豊田Ｃ 豊田Ｄ
第 ９ 回 Ｈ１５ 2003.3.29 豊田Ａ 豊　橋 瀬　戸 カクタス 日　進 春日井 豊田Ｃ 瀬　戸
第１０回 Ｈ１６ 2004.3.27 豊田Ａ 豊　橋 瀬　戸 豊田Ｂ 豊田Ｃ 瀬　戸 カクタス 豊田Ｄ
第１１回 Ｈ１７ 2005.3.26 豊田Ａ 瀬　戸 豊　橋 豊田Ｂ 豊田Ｄ カクタス 長久手 瀬　戸
第１２回 Ｈ１８ 2006.3.18 豊田Ａ カクタス 豊　橋 豊田Ｂ 豊田Ｃ カクタス 長久手 豊田Ｄ
第１３回 Ｈ１９ 2007.3.24 豊田Ａ 豊　橋 瀬　戸 カクタス 豊田Ｄ 長久手 豊田Ｃ 瀬　戸
第１４回 Ｈ２０ 2008.3.29 常　滑 豊田Ａ 岡　崎 豊田Ｃ ＭＢＣ 長久手
第１５回 Ｈ２１ 2009.3.28 豊田Ａ カクタス 瀬　戸 豊田Ｂ 豊田Ｃ 豊田Ｄ ＭＢＣ 瀬　戸
第１６回 Ｈ２２ 2010.3.27 豊田A 常　滑 瀬　戸 カクタス 豊田C 瀬　戸 ＭＢＣ 豊田Ｄ
第１７回 Ｈ２３ 2011.3.19 豊田A カクタス 豊　橋 豊田Ｂ 豊田Ｄ 豊田Ｃ 品　野 ＭＢＣ
第１８回 Ｈ２４ 2012.3.25 岡　崎 高　杉 瀬　戸 豊田A 豊田A ＭＢＣ 豊田B 瀬　戸
第１９回 Ｈ２５ 2013.3.31 岡　崎 豊　橋 豊　川 カクタス 豊田Ａ ＭＢＣ 応　時 瀬　戸
第２０回 Ｈ２６ 2014.3.30 カクタス 安　城 岡　崎 豊　田 瀬　戸 豊田Ａ 応　時 岡　崎
第２１回 Ｈ２７ 2015.3.21/29 高　杉 足　助 岡　崎 常　滑 瀬　戸 豊田Ａ 豊田Ｂ ＩＳＣ
第２２回 Ｈ２８ 2016.3.19/26 岡　崎 安　城 豊　田 高　杉 豊田Ａ MBC ISC
第２３回 Ｈ２９ 2017.3.25/26 岡　崎 瀬　戸 豊　田 常　滑 MBC 豊田Ａ ISC
第２４回 Ｈ３０ 2018.3.24/25 瀬　戸 豊　橋 豊　田 安　城 MBC 瀬　戸 ISC 豊田A
第２５回 Ｈ３１ 2019.3.30/31 安　城 豊　田 岡　崎 常　滑 瀬　戸 豊田Ｂ 豊田Ａ ＭＢＣ

優　　勝 準優勝 ３　　位 敢闘賞 優　　勝 準優勝 ３　　位 敢闘賞
第 １ 回 Ｈ４ 1992.3.20 新　　居 大　　垣 豊　　田 瀬　　戸 日　　進 昭　　和
第 ２ 回 Ｈ５ 1993.3.20 豊　　田 新　　居 神　　戸 刈谷東 豊　　田 尾張旭
第 ３ 回 Ｈ６ 1994.3.21 岡　　崎 豊　　田 湖　　西 刈谷東 岡　　崎 豊　　田
第 ４ 回 Ｈ７ 1995.3.19 豊　　橋 豊　　田 ＵＤＡ 清　　和 刈谷東 豊　　田 長久手 日　　進
第 ５ 回 Ｈ８ 1996.3.24 豊　　橋 瀬　　戸 豊　　田 ＵＤＡ 豊　　田 刈谷東 蒲　　郡 瀬　　戸
第 ６ 回 Ｈ９ 1997.3.23 豊　　田 豊　　橋 瀬　　戸 ＵＤＡ 豊　　田 蒲　　郡 平　　成 刈谷東
第 ７ 回 Ｈ１０ 1998.3.22 豊　　橋 豊　　田 瀬　　戸 ＵＤＡ 豊　　田 豊　　橋 ＵＤＡ 刈谷東
第 ８ 回 Ｈ１１ 1999.3.28 豊　　橋 豊　　田 カクタス 瀬　　戸 瀬　　戸 カクタス 豊　　橋 吉田方
第 ９ 回 Ｈ１２ 2000.3.26 豊　　橋 豊　　田 ＵＤＡ 瀬　　戸 瀬　　戸 豊　　田 ＵＤＡ 南　　郊
第１０回 Ｈ１３ 2001.3.25 豊　　橋 豊　　田 ＵＤＡ クラウン 豊　　田 豊　　橋 瀬　　戸 カローラ
第１１回 Ｈ１４ 2002.3.24 豊　　田 ＵＤＡ 豊　　橋 大　　野 豊　　橋 豊　　田 カクタス 瀬　　戸
第１２回 Ｈ１５ 2003.3.30 豊　　田 豊　　橋 桜　　島 カクタス 豊　　田 瀬　　戸 平　　成 豊　　橋
第１３回 Ｈ１６ 2004.3.28 豊　　橋 豊　　田 ＵＤＡ カクタス 平　　成 カクタス 豊　　田 瀬　　戸
第１４回 Ｈ１７ 2005.3.27 豊　　橋 ＵＤＡ 豊　　田 瀬　　戸 豊　　橋 豊　　田 平　　成 大　　野
第１５回 Ｈ１８ 2006.3.19 豊　　橋 豊　　田 ＵＤＡ クラウン 豊　　田 平　　成 庵　　原 瀬　　戸
第１６回 Ｈ１９ 2007.3.25 ＵＤＡ 豊　　田 豊　　橋 カクタス 豊　　田 豊　　橋 平　　成 カクタス
第１７回 Ｈ２０ 2008.3.30 豊　　橋 カクタス ＵＤＡ 豊　　田 豊　　田 豊　　橋 ＦＵＪＩ 瀬　　戸
第１８回 Ｈ２１ 2009.3.29 大　　垣 ＵＤＡ 豊　　橋 豊　　田 豊　　橋 豊　　田 平　　成 カクタス
第１９回 Ｈ２２ 2010.3.28 豊　　橋 大　　垣 豊　　田 ー 豊　　田 豊　　橋 ＵＤＡ ー
第２０回 Ｈ２３ 2011.3.20 豊　　田 豊　　橋 ＵＤＡ１ ＵＤＡ２ 豊　　田 瀬　　戸 豊　　橋 平　　成
第２１回 Ｈ２４ 2012.3.24～25 豊　　橋 豊　　田 西　　尾 UDA１ 豊　　橋 豊　　田 瀬　　戸 FUJI
第２２回 Ｈ２５ 2013.3.30～31 豊　　田 桜 不　　二 下　　呂 不　　二 豊　　橋 豊　　田 舞　　阪
第２３回 Ｈ２６ 2014.3.29～30 不　　二 豊　　田 下　　呂 ＵＤＡ２ 平　　成 豊　　田 豊　　橋 不　　二
第２４回 Ｈ２７ 2015.3.21～22 UDA1 豊　　田 豊　　橋 カクタス 不　　二 瀬　　戸 豊　　橋 豊　　田
第２５回 Ｈ２８ 2016.3.19～20 不　　二 UDA1 豊　　橋 豊　　田 不　　二 豊　　橋 長　　太 瀬　　戸
第２６回 Ｈ２９ 2017.3.25～26 ＵＤＡ 豊　　田 豊　　橋 大　　垣 豊　　橋 ＵＤＡ 不　　二 豊　　田
第２７回 Ｈ３０ 2018.3.24～25 豊　　橋 豊　　田 不　　二 西　　尾 豊　　橋 ＵＤＡ 豊田ミニオンズ豊田モンチーズ

第２８回 Ｈ３１ 2019.3.30～31 豊　　橋 瀬　　戸 西　　尾 豊　　田 伊賀名張 不　　二 豊　　橋 豊　　田
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