
関東大会の記録

回数 年月日 出場校 戦績 会場 優勝校

用　　　賀　（東京）

大　久　保　（茨城）

日　野　二

府　中　五

古　河　一　（茨城）

（教育内活動の大会となる）

三　　　和　（茨城）

（敗者戦始まる）

2 1972.3.29～30 用　　　賀 優　勝 茨城県日立市

8 1978.3.28～30 １回戦 栃木県宇都宮市

1977.3.29～30

古　河　一　（茨城）

9 1978.8.4～5 日　野　二 １回戦 茨城県堀原運動公園
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1971.3.29～30

1973.3.29～30

1974.3.29～30

1975.3.29～30

1976.3.27～28

1979.8.7～8

1981.8.11～12

1982.8.10～11

1984.8.10～11

1985.8.10～11

1986.8.10～11

1980.8.11～12

1983.8.10～11

1987.8.10～11

1988.8.9～10

1989.8.9～10

1990.8.9～10

1991.8.9～10

1992-8.9～10

1993.8.10～11

1994.8.9～11

1995.8.9～11

1996.8.9～11

保　　　谷

目　黒　三

目　黒　五

府　中　五

暁　　　星

優　勝 栃木県総合運動公園 保　　　谷　（東京）

暁　　　星 １回戦 東京都読売ランド 宮　　　本　（千葉）

優　勝 神奈川県横浜三ツ沢 目　黒　三　（東京）

石　神　井 １回戦 群馬県県営グランド 本　　　太　（埼玉）

１回戦 千葉姉ケ崎運動公園 児　　　玉　（埼玉）

日　野　二 第３位 山梨県公園運動場 本　　　太　（埼玉）

第３位 東京都駒沢公園 古　河　一　（茨城）

暁　　　星 第３位 千葉県市原臨海公園 古　河　二　（茨城）

暁　　　星 １回戦 栃木県総合運動公園

１回戦 山梨県公園運動場 古　河　一　（茨城）

暁　　　星 第７位 埼玉県営サッカー場 多　　　賀　（茨城）

府　中　五 第７位 群馬県城山ｻｯｶｰ場

立　川　一 第３位 神奈川県横浜三ツ沢 多　　　賀　（茨城）

暁　　　星 第８位 茨城県堀原運動公園 神　　　根　（埼玉）

暁　　　星 第３位 東京大井埠頭中央海浜公園 太　田　南　（群馬）

鶴　川　二 第８位 栃木県総合運動公園 大　　　原　（埼玉）

鶴　川　二 第５位 千葉県秋津ｻｯｶｰ場 韮　埼　東　（山梨）

鶴　川　二 第８位 山梨県韮崎申央公園 旭　（栃木）

泉　が　丘　（栃木）

中　　　山 第７位 群馬県敷島公園 陽　　　南　（栃木）

田　無　三 第７位 埼玉県荒川総合運動公園 南　　　橘　（群馬）

第５位 栃木県営総合運動場 高　　　松　（群馬）

創　　　価 第８位 神奈川県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 泉　が　丘　（栃木）

西　　　台 第８位 茨城県鹿島ｽﾀｼﾞｱﾑ

古　河　二　（茨城）

高　島　三 第７位 東京大井埠頭中央海浜公園 高　洲　一　（千葉）

南　大　沢



暁　　　星 第３位

国 分 寺 二 第８位

暁　　　星 第５位

国 分 寺 三 １回戦

暁　　　星 第３位

府　中　八 第３位

暁　　　星 第３位

志　村　二 １回戦

暁　　　星 １回戦 東京都八王子市，

府　中　一 １回戦 多摩市，府中市

創　　　価 第３位

第 二 砂 町 １回戦

國學院久我山 第５位

麻　　　布 １回戦

神　　　代 第５位

大　　　泉 １回戦

暁　　　星 準優勝

第 二 砂 町 第５位

暁　　　星 優　勝

東 京 朝 鮮 第８位

東 京 朝 鮮 1回戦

東 村 山 四 1回戦

日　大　三 第５位

暁　　　星 １回戦

かえつ有明 第８位

暁　　　星 １回戦

暁　　　星 優　勝 東京都江戸川区，江東区

多摩大目黒 準優勝 　　　　　　　　世田谷区，北区

三　鷹　一 １回戦

かえつ有明 優　勝

かえつ有明 優　勝

本　　郷 ２回戦

多摩大目黒 第５位 尾　間　木　（埼玉）

暁　　　星 １回戦 暁 星 国 際 （千葉）

29 1998.8.8～10 山梨県韮崎中央公園 桐 蔭 学 園　（神奈川）

30 1999.8.8～10 群馬県前橋市 三　　　室　（埼玉）

31 2000.8.8～10 埼玉県浦和市 岸　（埼玉）

32 2001.8.8～10 神奈川県藤沢市 水　戸　三　（茨城）

33 2002.8.7～9 阿　久　津　（栃木）

34 2003.8.6～8 茨城県水戸市 桐 蔭 学 園　（神奈川）

35 2004.8.7～9 千葉県千葉市 神 栖 第 一　（茨城））

36 2005.8.7～9 栃木県宇都宮市 与　野　東　（埼玉）

37 2006.8.7～9 山梨県韮崎市 与　野　東　（埼玉）

38 2007.8.7～9 埼玉県さいたま市 暁　　　星　(東京）

39 2008.8.8～10 群馬県藤岡市 桐 蔭 学 園 (神奈川)

40 2009.8.8～10 神奈川県横浜市 桐 蔭 学 園 （神奈川）

41 2010.8.7～9 茨城県水戸市 村　　　岡　（神奈川）

42 2011.8.8～10 暁　　　星　(東京）

43 2012.8.7～9 栃木県宇都宮市 かえつ有明（東京）

44 2013.8.7～9 千葉県千葉市 かえつ有明（東京）

45 2014.8.8～10 山梨県韮崎市
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1996.8.9～11

1997.8.8～10

第５位 栃木県営総合運動場 高　　　松　（群馬）

暁　　　星 第５位 千葉県千葉市 桐 蔭 学 園　（神奈川）

南　大　沢

http://www.soccer-tokyoctr.jp/taikai/docs/07/07kanto.pdf
http://www.soccer-tokyoctr.jp/taikai/docs/08/08kantoukekka.pdf
http://www.soccer-tokyoctr.jp/taikai/docs/09/09kantoukekka.pdf
http://www.soccer-tokyoctr.jp/taikai/docs/10/10kantoukekka.pdf
http://www.pitin.com/famispo_vendor/Common/Conv/TfaConvDetail.cfm?&WkTime=140812113406&MFLAG=0&VID=93000007&PVID=93000007&CVID=93000007&csel=0&cid=10000155&Sponsor_No=93000007&RetAddress=http://www.pitin.com/famispo_vendor/Common/Conv/TfaConvList.cfm&pref=&Member_Flg=1&SESYear=2011&Ref=1&ConvNo=201100171001&OutMode=0&CFID=29275655&CFTOKEN=61676701
http://www.soccer-tokyoctr.jp/taikai/docs/12/12kantoukekka.pdf
http://www.soccer-tokyoctr.jp/taikai/docs/13/13kantoukekka.pdf
http://www.soccer-tokyoctr.jp/taikai/docs/14/14kantoukekka.pdf

