
栄光の記録　　県中支部大会優勝校一覧

春の大会（支部予選）春の大会（支部予選）春の大会（支部予選）春の大会（支部予選）秋の大会（支部予選）秋の大会（支部予選）秋の大会（支部予選）秋の大会（支部予選） 回 県中選手権大会県中選手権大会県中選手権大会県中選手権大会 回 市長旗争奪大会市長旗争奪大会市長旗争奪大会市長旗争奪大会 回 支部１年生大会支部１年生大会支部１年生大会支部１年生大会

日大東北日大東北日大東北日大東北 日大東北日大東北日大東北日大東北 46 田村田村田村田村 47 日大東北日大東北日大東北日大東北 21 郡山郡山郡山郡山
日大東北 日大東北 45 田村 46 帝京安積 20 郡山商業

日大東北 日大東北 44 日大東北 45 日大東北 19 日大東北

震災のため中止震災のため中止震災のため中止震災のため中止 日大東北 43 日大東北 44 日大東北 18 郡商・日大・黎明・安積

日大東北 帝京安積 42 田村 43 郡山東 17 日大東北

日大東北 日大東北 41 日大東北 42 帝京安積 16 帝京安積

安積 日大東北 40 安積 41 郡山商 15 ？

日大東北 尚志 39 郡山 40 日大東北 14 ？

郡山東 田村 38 田村 39 郡山 13 帝京安積

日大東北 日大東北 37 帝京安積 38 田村 12 田村

安積 日大東北 36 日大東北 37 安積 11 日大東北

日大東北 帝京安積 35 日大東北 36 安積 10 ？

安積 日大東北 34 安積 35 帝京安積 9 安積

日大東北 安積 33 安積 34 安積 8 安積

安積 日大東北 32 田村 33 安積 7 郡山

日大東北 安積 31 安積 32 日大東北 6 安積

田村 日大東北 30 日大東北 31 帝京安積 5 安積

日大東北 日大東北 29 日大東北 30 郡山北工 4 日大東北

日大東北 郡山商 28 郡山商 29 郡山 3 日大東北

安積 日大東北 27 田村 28 郡山商 2 安積

日大東北 郡山商 26 日大東北 27 郡山 1 日大東北

日大東北 郡山商 25 日大東北 26 日大東北

田村 田村 24 郡山商 25 日大東北

日大東北 日大東北 23 日大東北 24 郡山

郡山 日大東北 22 日大東北 23 郡山

郡山 安積 21 郡山 22 郡山

郡山 郡山 20 郡山 21 郡山

郡山北工 郡山 19 安積 20 日大東北

日大東北 郡山 18 日大東北 19 日大東北

郡山 郡山商 17 安積商業 18 郡山

郡山 安積 16 郡山 17 安積

日大東北 郡山 15 日大東北 16 日大東北

安積 日大東北 14 郡山北工 15 日大東北

安積 郡山 13 安積 14 日大東北

安積商業 安積 12 安積 13 日大東北

安積商業 小野 11 安積商業 12 安積

安積商業 日大東北 10 日大東北　郡山 11 日大東北

安積商業 日大東北 9 小野 10 安積商業

日大東北 郡山商 8 郡山西工 9 安積商業

郡山西工 日大東北 7 郡山工業 8 日大東北

安積商業 安積商 6 郡山商 7 日大東北

安積 郡山西工 5 安積 6 日大東北

安積　郡山西工　郡山工業 安積商 4 安積商業 5 安積商業

安積商業 安積 3 郡山西工 4 安積

安積商業 安積 2 郡山工業 3 田村

田村 安積商　田村　郡山工業 1 安積商業 2 安積商業

郡山工業 田村 1 安積商業

田村　船引　郡山西工 郡山西工

田村 田村

安積 安積

田村 安積　日大東北　郡山工業

日大東北 田村

田村　安積　日大東北 安積

田村 安積　田村　日大東北

日大東北 安積　田村　郡山商

安積 田村

日大東北 安積

安積　日大東北　郡山商 郡山商

安積 田村　安積

安積 安積
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郡山商 安積

安積 郡山商　安積

安積 安積　郡山工業

安積 安積　田村

安積　田村 安積　郡山商

安積　田村 郡山工業　郡山商


