
第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第１０回
昭２５年 昭２６年 昭２７年 昭２８年 昭２９年 昭３０年 昭３１年 昭３２年 昭３３年 昭３４年

優勝 川崎市 横須賀市 小田原市 川崎市 川崎市 川崎市 横浜市 横浜市 川崎市

２位 横須賀市 川崎市 中郡 高座郡 横須賀市 小田原市 川崎市 藤沢市 横浜市

３位 横浜市 小田原市 高座郡 平塚市 藤沢市 藤沢市 平塚市 平塚市 小田原市

４位 藤沢市 藤沢市 足柄下郡 秦野市 相模原市 鎌倉市 横須賀市 川崎市 横須賀市

５位 高座郡 高座郡 川崎市 横須賀市 平塚市 ー 逗子市 高座郡 藤沢市

６位 ー 足柄下郡 横須賀市 足柄下郡 小田原市 横浜市 足柄下郡 小田原市 平塚市

小田原市 ８位 ３位 優　勝 ９位 ６位 ２位 ９位 ６位 ３位

第１１回 第１２回 第１３回 第１４回 第１５回 第１６回 第１７回 第１８回 第１９回 第２０回
昭３５年 昭３６年 昭３７年 昭３８年 昭３９年 昭４０年 昭４１年 昭４２年 昭４３年 昭４４年

優勝 横浜市 横浜市 川崎市 川崎市 川崎市 川崎市 川崎市 横浜市 横浜市

２位 小田原市 平塚市 横須賀市 横浜市 横浜市 平塚市 平塚市 川崎市 平塚市

３位 川崎市 小田原市 横浜市 横須賀市 小田原市 小田原市 横浜市 小田原市 川崎市

４位 平塚市 ー 小田原市 平塚市 平塚市 藤沢市 横須賀市 平塚市 横須賀市

５位 横須賀市 川崎市 平塚市 小田原市 横須賀市 横須賀市 小田原市 横須賀市 藤沢市

６位 鎌倉市 厚木市 相模原市 茅ヶ崎市 相模原市 横浜市 藤沢市 相模原市 小田原市

小田原市 ２位 ３位 ４位 ５位 ３位 ３位 ５位 ３位 ６位

第２１回 第２２回 第２３回 第２４回 第２５回 第２６回 第２７回 第２８回 第２９回 第３０回
昭４５年 昭４６年 昭４７年 昭４８年 昭４９年 昭５０年 昭５１年 昭５２年 昭５３年 昭５４年

優勝 川崎市 横浜市 川崎市 横浜市 横浜市 横浜市 横浜市 横浜市 川崎市

２位 横浜市 平塚市 平塚市 川崎市 小田原市 川崎市 平塚市 平塚市 小田原市

３位 平塚市 川崎市 小田原市 平塚市 平塚市 平塚市 藤沢市 相模原市 平塚市

４位 藤沢市 相模原市 横須賀市 小田原市 川崎市 相模原市 鎌倉市 横須賀市 横浜市

５位 小田原市 藤沢市 藤沢市 秦野市 横須賀市 鎌倉市 小田原市 藤沢市 相模原市

６位 相模原市 小田原市 横浜市 相模原市 相模原市 小田原市 川崎市 川崎市 横須賀市

小田原市 ５位 ６位 ３位 ４位 ２位 ６位 ４位 ７位 ２位

第３１回 第３２回 第３３回 第３４回 第３５回 第３６回 第３７回 第３８回 第３９回 第４０回
昭５５年 昭５６年 昭５７年 昭５８年 昭５９年 昭６０年 昭６１年 昭６２年 昭６３年 平元年

優勝 川崎市 横浜市 横浜市 横浜市 川崎市 横浜市 横浜市 横浜市 川崎市 横須賀市

２位 横浜市 小田原市 川崎市 川崎市 小田原市 小田原市 小田原市 川崎市 横浜市 横浜市

３位 小田原市 川崎市 小田原市 相模原市 横浜市 平塚市 川崎市 相模原市 小田原市 大和市

４位 鎌倉市 平塚市 相模原市 横須賀市 横須賀市 藤沢市 横須賀市 小田原市 横須賀市 川崎市

５位 横須賀市 相模原市 平塚市 平塚市 平塚市 川崎市 平塚市 藤沢市 相模原市 相模原市

６位 逗子市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 相模原市 相模原市 藤沢市 横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市

小田原市 ３位 ２位 ３位 ６位 ２位 ２位 ２位 ４位 ３位 １０位
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　　  回数
順位　 年

　　  回数
順位　 年

　　  回数
順位　 年
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　　  回数
順位　 年

順位なし

順位なし

順位なし



第４１回 第４２回 第４３回 第４４回 第４５回 第４６回 第４７回 第４８回 第４９回 第５０回
平２年 平３年 平４年 平５年 平６年 平７年 平８年 平９年 平１０年 平１１年

優勝 横浜市 川崎市 川崎市 相模原市 藤沢市 相模原市 横浜市 藤沢市 相模原市 藤沢市

２位 相模原市 横浜市 横浜市 藤沢市 横浜市 横浜市 川崎市 川崎市 平塚市 横浜市

３位 川崎市 相模原市 横須賀市 川崎市 相模原市 藤沢市 小田原市 相模原市 厚木市 相模原市

４位 横須賀市 平塚市 相模原市 大和市 川崎市 秦野市 相模原市 平塚市 藤沢市 平塚市

５位 大和市 横須賀市 小田原市 横浜市 厚木市 鎌倉市 藤沢市 横浜市 横須賀市 茅ヶ崎市

６位 小田原市 大和市 藤沢市 小田原市 小田原市 小田原市 横須賀市 小田原市 茅ヶ崎市 小田原市

小田原市 ６位 ９位 ５位 ６位 ６位 ６位 ３位 ６位 ９位 ６位

第５１回 第５２回 第５３回 第５４回 第５５回 第５６回 第５７回 第５８回 第５９回 第６０回
平１２年 平１３年 平１４年 平１５年 平１６年 平１７年 平１８年 平１９年 平２０年 平２１年

優勝 相模原市 藤沢市 相模原市 平塚市 相模原市 小田原市 横浜市 川崎市 小田原市 川崎市

２位 藤沢市 横浜市 横浜市 横須賀市 大和市 川崎市 相模原市 横浜市 相模原市 藤沢市

３位 川崎市 川崎市 大和市 横浜市 横浜市 相模原市 横須賀市 藤沢市 横浜市 相模原市

４位 横浜市 大和市 川崎市 相模原市 横須賀市 横浜市 秦野市 厚木市 藤沢市 秦野市

５位 秦野市 相模原市 平塚市 藤沢市 川崎市 藤沢市 平塚市 平塚市 横須賀市 横須賀市

６位 厚木市 横須賀市 厚木市 川崎市 小田原市 秦野市 川崎市 大和市 大和市 横浜市

  ９位 ８位 ８位 ９位 ６位 優　勝 7位 10位 優　勝 10位

※第６０回大会で、休止となる。
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　　  回数
順位　 年

　　  回数
順位　 年


