
回 優勝校 準優勝校 ３　位 ３　位 回 優勝校 準優勝校
平成２８ 第６８回 第４２回
平成２７ 第６７回 西中原中（川崎） 南河原（川崎） 桐蔭学園中（横浜）有馬中（川崎） 第４２回 浜中（横浜） 海西中（海老名）
平成２６ 第６６回 西中原中（川崎） 大沢中(相模原） 関東学院中（横浜）大野台（相模原） 第４１回 大沢中（相模原） 西中原中（川崎）
平成２５ 第６５回 桐蔭学園中（横浜） 西谷中（横浜） 日吉中（川崎） 大沢中（相模原） 第４０回 小山台中（横浜） 本町中（秦野）
平成２４ 第６４回 南生田中（川崎） 寛政中（横浜） 井田中（川崎） 西中原中（川崎） 第３９回 新町中（相模原） 桐蔭学園中（横浜）
平成２３ 第６３回 大船中（鎌倉） 新町中（相模原） 稲田中（川崎） 瀬谷中（横浜） 第３８回 関東学院中（横浜） 内出中（相模原）
平成２２ 第６２回 つきみ野中（大和） 上和田中（大和） 宮内中（川崎） 二宮中（二宮） 第３７回 上溝中（相模原） 西中原中（川崎）
平成２１ 第６１回 桐蔭学園中（横浜） 上溝中（相模原） 栗原中（座間） 上和田（大和） 第３６回 大野南中（相模原） 金目中（平塚）
平成２０ 第６０回 大野台中（相模原） 鴨居中（横浜） 高津中（川崎） 西中（座間） 第３５回 西中（秦野） 泉が丘中（横浜）
平成１９ 第５９回 内出中(相模原) つきみ野中（大和）舞岡中（横浜） 松林中（茅ヶ崎） 第３４回 上溝中（相模原） 鎌倉学園中（湘南）
平成１８ 第５８回 舞岡中(横浜) 慶應普通部(横浜) 光丘中(大和) 慶應藤沢中(藤沢) 第３３回 桐蔭学園中(横浜) 上溝中(相模原)
平成１７ 第５７回 東林中(相模原) 内出中(相模原) 慶應藤沢中(藤沢) 新町中(相模原) 第３２回 上溝中(相模原) 寺尾中(横浜)
平成１６ 第５６回 新町中(相模原) 内出中(相模原) 橘中(横浜) 鎌倉二中(鎌倉) 第３１回 生麦中(横浜) 池上中(横須賀)
平成１５ 第５５回 上溝中(相模原) 内出中(相模原) 萩園中(茅ヶ崎) 秋葉台中(藤沢) 第３０回 中野島中(川崎) 桐蔭学園中(横浜)
平成１４ 第５４回 上溝中(相模原) 東林中(相模原) 鴨宮中(小田原) 本郷中(横浜) 第２９回 鴨宮中(小田原) 港南中(横浜)
平成１３ 第５３回 内出中(相模原) 桐蔭学園中(横浜) 池上中(横須賀) 城北中(小田原) 第２８回 池上中(横須賀) 伊勢原中(伊勢原)
平成１２ 第５２回 上溝中(相模原) 慶應藤沢中(藤沢) 中島中(茅ヶ崎) 東林中(相模原) 第２７回 桐蔭学園中(横浜) 白山中(小田原)
平成１１ 第５１回 東林中(相模原) 城山中(綾瀬) 高津中(川崎) 浜中(横浜) 第２６回 新町中(相模原) 城北中(小田原)
平成１０ 第５０回 東林中(相模原) 川中島中(川崎) 鴨居中(横須賀) 秦野西(秦野) 第２５回 城山中(綾瀬) 菅田中(横浜)
平成９ 第４９回 松林中(茅ヶ崎) 東林中(相模原) 港南中(横浜) 春日台中(綾瀬) 第２４回 善行中(藤沢) 湯河原中(足柄下)
平成８ 第４８回 旭北中(横浜) 大沢中(相模原) 潮田中(横浜) 上鶴間中(相模原) 第２３回 城山中(綾瀬) 菅田中(横浜)
平成７ 第４７回 千代中(小田原) 城山中(綾瀬) 浜中(横浜) 中央中(相模原) 第２２回 宮内中(川崎) 梅田中(茅ヶ崎)
平成６ 第４６回 綾瀬中(綾瀬) 玉川中(川崎) 清新中(相模原) 大野南中(相模原) 第２１回 平戸中(横浜) 港南台一中(横浜)
平成５ 第４５回 円蔵中(茅ヶ崎) 北の台中(綾瀬) 睦合中(厚木) 綾瀬中(綾瀬) 第２０回 城山中(綾瀬) 相原中(相模原)
平成４ 第４４回 清新中(相模原) 浜中(横浜) 大庭中(藤沢) 岩瀬中(鎌倉) 第１９回 大沢中(相模原) 城山中(綾瀬)
平成３ 第４３回 桐蔭学園中(横浜) 菅生中(川崎) 鴨居中(横須賀) 成瀬中(伊勢原) 第１８回 菅生中(川崎) 岡津中(横浜)
平成２ 第４２回 綾瀬中(綾瀬) 成瀬中(伊勢原) 滝の沢中(藤沢) 円蔵中(茅ヶ崎) 第１７回 成瀬中(伊勢原) 都岡中(横浜)
平成元 第４１回 山王中(伊勢原) 谷口中(相模原) 大谷中(海老名) 酒匂中(小田原) 第１６回 中央中(相模原) 松本中(横浜)
昭和６３ 第４０回 金沢中(横浜) 城山中(綾瀬) 岩瀬中(鎌倉) 新町中(相模原) 第１５回 新町中(相模原) 丸山台中(横浜)
昭和６２ 第３９回 犬蔵中(川崎) 秦野北(秦野) 林中(厚木) 城山中(綾瀬) 第１４回 下瀬谷中(横浜) 犬蔵中(川崎)
昭和６１ 第３８回 城山中(綾瀬) 下瀬谷中(横浜) 塚越中(川崎) 成瀬中(伊勢原) 第１３回 犬蔵中(川崎) 追浜中(横須賀)
昭和６０ 第３７回 城山中(綾瀬) 大野台中(相模原) 神田中(平塚) 大野南中(相模原) 第１２回 新町中(相模原) 潮田中(横浜)
昭和５９ 第３６回 中沢中(伊勢原) 第１１回 東海大相模中(相模原) 上飯田中(横浜)
昭和５８ 第３５回 千代中(小田原) 第１０回 白山中(小田原) 芹ヶ谷中(横浜)
昭和５７ 第３４回 潮田中(横浜) 第９回 新井中(横浜) 日限山中(横浜)
昭和５６ 第３３回 新田中(綾瀬) 第８回 神田中(平塚) 文命中(足柄上)
昭和５５ 第３２回 谷本中(横浜) 第７回 大野南中(相模原) 鴨宮中(小田原)
昭和５４ 第３１回 城山中(綾瀬) 第６回 三崎中(横須賀) 野庭中(横浜)
昭和５３ 第３０回 永田中(横浜) 第５回 伊勢原中(伊勢原) 上鶴間中(相模原)
昭和５２ 第２９回 相模台中(相模原) 第４回 綾北中(綾瀬) 不入斗中(横須賀)
昭和５１ 第２８回 松浪中(茅ヶ崎) 第３回 蒔田中(横浜) 上鶴間中(相模原)
昭和５０ 第２７回 綾瀬中(綾瀬) 第２回 六浦中(横浜) 田島中(川崎)
昭和４９ 第２６回 蒔田中(横浜) 第１回 蒔田中(横浜) 岡村中(横浜)
昭和４８ 第２５回 大野南中(相模原)
昭和４７ 第２４回 蒔田中(横浜)
昭和４６ 第２３回 蒔田中(横浜)
昭和４５ 第２２回 潮田中(横浜)
昭和４４ 第２１回 松浪中(茅ヶ崎)
昭和４３ 第２０回 潮田中(横浜)
昭和４２ 第１９回 松浪中(茅ヶ崎)
昭和４１ 第１８回 浜中(横浜)
昭和４０ 第１７回 岡村中(横浜)
昭和３９ 第１６回 蒔田中(横浜)
昭和３８ 第１５回 蒔田中(横浜)
昭和３７ 第１４回 大鳥中(横浜)
昭和３６ 第１３回 浜中(横浜)
昭和３５ 第１２回 岡村中(横浜)
昭和３４ 第１１回 浜中(横浜)
昭和３３ 第１０回 金沢中(横浜)
昭和３２ 第９回 太洋中(平塚)
昭和３１ 第８回 金沢中(横浜)
昭和３０ 第７回 六浦中(横浜)
昭和２９ 第６回 小田原二中(小田原)
昭和２８ 第５回 川中島中(川崎)
昭和２７ 第４回 小田原二中(小田原)
昭和２６ 第３回 吉田中（横浜）
昭和２５ 第２回 小田原一中(小田原)
昭和２４ 第１回 藤沢第一中(藤沢)
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