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インターハイ 国民体育大会 選抜優勝大会
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回数 大会回数 大会別

（成績）
総
回数

昭和28 三条 （３回戦）※初出場 ※監督：細田忠雄

昭和35 ※加藤廣志監督就任

昭和38 三条 （３回戦）

昭和39 静岡 （ベスト８）

昭和40 長崎 （ベスト８） 岐阜 ※出場無し

昭和41 秋田 （２回戦） 大分 ※出場無し

昭和42 福井 （３回戦） 埼玉 全国初優勝 1

昭和43 広島 ※出場無し 福井 （２回戦）

昭和44 群馬 （ベスト８） 長崎 （準優勝）

昭和45 和歌山 優勝① 2 岩手 優勝② 3

昭和46 徳島 （３回戦） 和歌山 （ベスト４） 第１回 （３位）

昭和47 山形 （３位） 鹿児島 （準優勝） 第２回 （準優勝）

昭和48 三重 （ベスト８）
沖縄（特別） 優勝③ 4

第３回 （２回戦）
千葉 （２回戦）

昭和49 福岡 （３位） 茨城 （準優勝） 第４回 優勝① 5

昭和50 東京 優勝② 7 三重 優勝④ 8 第５回 優勝②【2年連続】 6 全国初の3冠王

昭和51 長野 優勝③【2年連続】 10 佐賀 優勝⑤【2年連続】 11 第６回 優勝③【3年連続】 9 3冠王②【2年連続】

昭和52 岡山 （ベスト４） 青森 （ベスト４） 第７回 （３回戦）

昭和53 福島 （３回戦） 長野 （ベスト４） 第８回 （３回戦）

昭和54 滋賀 優勝④ 13 宮崎 （準優勝） 第９回 優勝④ 12
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昭和55 徳島 優勝⑤【2年連続】 15 栃木 優勝⑥ 16 第１０回 優勝⑤【2年連続】 14 3冠王③

昭和56 神奈川 優勝⑥【3年連続】 18 滋賀 （２回戦） 第１１回 優勝⑥【3年連続】 17

昭和57 鹿児島 優勝⑦【4年連続】 19 島根 優勝⑦ 20 第１２回 （準優勝）

昭和58 愛知 優勝⑧【5年連続】 22 群馬 優勝⑧【2年連続】 23 第１３回 優勝⑦ 21 3冠王④

昭和59 秋田 優勝⑨【6年連続】 24 奈良 （準優勝） 第１４回 （準優勝）

昭和60 石川 優勝⑩【7年連続】 26 鳥取 優勝⑨ 27 第１５回 優勝⑧ 25 3冠王⑤

昭和61 山口 （ベスト４） 山梨 （ベスト４） 第１６回 （３回戦）

昭和62 北海道 （準優勝） 沖縄 （準優勝） 第１７回 優勝⑨ 28 ※加藤三彦コーチ就任

昭和63 兵庫 （準優勝） 京都 優勝⑩ 30
第１８回 優勝⑩【2年連続】 29

第１９回 優勝⑪【3年連続】 31 ※3月から12月に変更

平成元 愛媛 優勝⑪ 32 北海道 優勝⑪【2年連続】 33 第２０回 （準優勝）

平成2 宮城 （準優勝） 福岡 （ベスト４） 第２１回 優勝⑫ 34 ※加藤三彦監督就任

平成3 静岡 優勝⑫ 35 石川 優勝⑫ 36 第２２回 優勝⑬【2年連続】 37 3冠王⑥

平成4 宮崎 （１回戦） 山形 （ベスト８） 第２３回 （３位）

平成5 栃木 優勝⑬ 38 徳島・香川 （２回戦） 第２４回 （３位）

平成6 富山 優勝⑭【2年連続】 39 愛知 （ベスト４） 第２５回 （４位）

平成7 鳥取 優勝⑮【3年連続】 40 福島 （１回戦） 第２６回 優勝⑭ 41

平成8 山梨 優勝⑯【4年連続】 42 広島 優勝⑬ 43 第２７回 優勝⑮【2年連続】 44 3冠王⑦

平成9 京都 優勝⑰【5年連続】 45 なみはや 優勝⑭【2年連続】 46 第２８回 優勝⑯【3年連続】 47 3冠王⑧

平成10 四国 優勝⑱【6年連続】 48 神奈川 優勝⑮【3年連続】 49 第２９回 優勝⑰【4年連続】 50 3冠王⑨

平成11 岩手 （ベスト８） 熊本 （ベスト４） 第３０回 （ベスト８）

平成12 岐阜 優勝⑲ 51 富山 （ベスト４） 第３１回 （２回戦）
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平成13 熊本 優勝⑳【2年連続】 52 宮城 （準優勝） 第３２回 優勝⑱ 53

平成14 茨城 （準優勝） 高知 （ベスト４） 第３３回 （３位）

平成15 長崎 優勝21 54 静岡 （準優勝） 第３４回 優勝⑲ 55

平成16 中国 （ベスト８） 埼玉 （１回戦） 第３５回 優勝⑳【2年連続】 56

平成17 千葉 （ベスト８） 岡山 （１回戦） 第３６回 （ベスト８）

平成18 近畿 （ベスト８） 兵庫 （準優勝） 第３７回 （３回戦）

平成19 佐賀 優勝22 57 秋田 優勝⑯ 58 第３８回 （３位）

平成20 埼玉 （ベスト８） 大分 ※出場無し 第３９回 （３回戦） ※佐藤信長監督就任

平成21 近畿 （ベスト８） 新潟 ※出場無し 第４０回 （３回戦）

平成22 沖縄 （ベスト８） 千葉 （ベスト８） 第４１回 （２回戦）

平成23 北東北 （３回戦） 山口 ※出場無し 第４２回 （３回戦）

平成24 北信越 （２回戦） 岐阜 ※出場無し 第４３回 （２回戦）

平成25 北部九州 （２回戦） 東京 ※出場無し 第４４回 （１回戦）

平成26 南関東 （２回戦） 長崎 （３回戦） 第４５回 （ベスト８）

平成27 近畿  （ベスト８） 和歌山 ※出場無し 第４６回 （３位） ※栄田直宏監督就任

平成28 中国 ※出場無し 岩手 ※出場無し 第４７回 ※出場無し
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