
歴代　　全国選抜高校テニス大会出場校
回数 年度 開催地 優　勝 準優勝 ３　位 ４　位 ５　位 ６　位

東海 浜松湖東 浜松工

市邨学園 浜松湖東 浜松工

東海 浜松湖東 四日市工

高蔵 金城学院 浜松市立 浜松工 四日市商

静岡 浜松湖東 浜松北 東海 愛知 四日市工

鹿谷 高蔵 金城学院 浜松市立 浜松工

愛知 浜松工 浜松湖東 愛工大名電 名古屋西

小幡 高蔵 浜松市立 金城学院 四日市商 浜松工

岐阜 愛工大名電 東海 浜松湖東 海星 四日市工

県営ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 高蔵 浜松湖東 金城学院 県岐阜商 浜北西

三重 東海 四日市工 愛工大名電 浜松南 浜松湖東

三滝 金城学院 高蔵 浜松湖東 四日市商

静岡 東海 愛工大名電 浜松湖東 浜松北 四日市工

鹿谷 高蔵 金城学院 日大三島 浜松市立 県岐阜商

愛知 東海 浜松北 浜松湖東 県岐阜商 四日市工

小幡 高蔵 市邨学園 浜松市立 浜松湖東 桑名

岐阜 東海 名古屋学院 四日市工 県岐阜商 浜松湖東

県営ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 高蔵 市邨学園 日大三島 県岐阜商

三重 四日市工 浜松工 東海 愛工大名電 県岐阜商

三滝 高蔵 日大三島 椙山女学園 鈴鹿

静岡 四日市工 東海 日大三島 浜松工 名古屋学院

鹿谷 高蔵 四日市工 浜松湖東 日大三島

愛知 名古屋学院 四日市工 日大三島 東海 静岡市立

小幡 高蔵 日大三島 浜松湖東 椙山女学園 県岐阜商

岐阜 四日市工 静岡市立 名古屋学院 日大三島 東海

ﾌｧﾐﾘｰﾊﾟｰｸ 高蔵 静岡市立 日大三島 金城学院 県岐阜商

三重 日大三島 静岡市立 名古屋学院 桜丘 四日市工

三滝 高蔵 日大三島 椙山女学園 浜松湖東 四日市四郷

静岡 日大三島 桜丘 東海 静岡市立 四日市工

草薙 高蔵 金城学院 日大三島 県岐阜商 静岡市立

愛知 四日市工 日大三島 名古屋学院 桜丘 県岐阜商

東山 高蔵 静岡市立 県岐阜商 椙山女学園 日大三島

岐阜 日大三島 四日市工 名古屋学院 桜丘 静岡

長良川 高蔵 椙山女学園 静岡市立 県岐阜商 宇治山田商

三重 日大三島 四日市工 名古屋学院 愛工大名電 浜松工

桑名 高蔵 静岡市立 椙山女学園 宇治山田商 四日市四郷

静岡 日大三島 四日市工 名古屋学院 愛工大名電 清水東 四日市

花川 宇治山田商 四日市四郷 椙山女学園 静岡市立 高蔵 県岐阜商

愛知 日大三島 四日市工 名古屋学院 宇治山田商 桜丘 麗澤瑞浪

東山 椙山女学園 宇治山田商 四日市四郷 静岡市立 浜松市立 金城学院
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回数 年度 開催地 優勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位

三重 日大三島 名古屋学院 四日市工 県岐阜商 麗澤瑞浪 静岡北

鈴鹿 静岡市立 宇治山田商 金城学院 椙山女学園 浜松市立 鈴鹿

岐阜 日大三島 名古屋学院 県岐阜商 四日市工 浜松南 東海

長良川 鈴鹿 市邨学園 静岡市立 県岐阜商 椙山女学園 宇治山田商

静岡 四日市工 日大三島 名古屋 浜松工 県岐阜商 麗澤瑞浪

花川 高蔵 静岡市立 県岐阜商 椙山女学園 日大三島 鈴鹿

愛知 名古屋 日大三島 浜松工 四日市工 愛工大名電 県岐阜商

東山 椙山女学園 静岡市立 高蔵 県岐阜商 浜松市立 鈴鹿

岐阜 名古屋 麗澤瑞浪 日大三島 県岐阜商 愛工大名電 浜松工

長良川 椙山女学園 名経大高蔵 浜松市立 静岡市立 県岐阜商 四日市商

三重 静岡 名古屋 四日市工 浜松工 愛工大名電 四日市南 岐阜（ﾄﾞﾘｰﾑ）

鈴鹿 名経大高蔵 鈴鹿 静岡市立 西遠女子 金城学院 四日市商

愛知 名古屋 四日市工 浜松工 日大三島 麗澤瑞浪 海星 県岐阜商

東山 名経大高蔵 椙山女学園 静岡市立 四日市商 浜松市立

静岡 名古屋 四日市工 浜松北 日大三島 麗澤瑞浪 名経大市邨

草薙 浜松市立 椙山女学園 四日市商 県岐阜商 袋井商 四日市（ﾄﾞﾘｰﾑ）

岐阜 名古屋 鈴鹿 麗澤瑞浪 浜松市立 名経大市邨 四日市工

長良川 県岐阜商 静岡市立 浜松市立 四日市商 椙山女学園

三重 名古屋 鈴鹿 四日市工 静岡市立 名経大市邨 日大三島

鈴鹿 椙山女学園 名経大高蔵 県岐阜商 静岡市立 四日市商

愛知 名古屋 四日市工 浜松工 日大三島 名経大市邨 県岐阜商

東山 椙山女学園 名経大高蔵 四日市商 県岐阜商 静岡市立

静岡 名古屋 四日市工 名経大市邨 日大三島 鈴鹿

花川 名経大市邨 県岐阜商 静岡市立 名経大高蔵 四日市商

岐阜 四日市工 名経大市邨 名古屋 県岐阜商 鈴鹿

長良川 椙山女学園 名経大市邨 県岐阜商 浜松市立 津商 津田（選考）

三重 四日市工 名経大市邨 県岐阜商 名古屋 浜松市立 鈴鹿 静岡市立（選考）

鈴鹿 静岡市立 椙山女学園 県岐阜商 津田学園 浜松市立

愛知 名経大市邨 県岐阜商 浜松市立 四日市工 名古屋 麗澤瑞浪

東山 名経大高蔵 県岐阜商 椙山女学園 浜松市立 鈴鹿

静岡 四日市工 名経大市邨 県岐阜商 名古屋 浜松市立 麗澤瑞浪

花川 名経大高蔵 愛知啓成 浜松市立 四日市商 静岡市立 恵那農（選考）

岐阜 四日市工 名経大市邨 名古屋 県岐阜商 浜松市立 四日市

長良川 愛知啓成 浜松市立 鈴鹿 名経大高蔵 静岡市立

三重 名古屋 名経大市邨 四日市工 県岐阜商 静岡市立

鈴鹿 椙山女学園 愛知啓成 四日市商 県岐阜商

愛知 名経大市邨 名古屋 四日市工 県岐阜商 静岡市立 静岡市立（選考）

東山 愛知啓成 椙山女学園 四日市商 静岡市立 県岐阜商

静岡 名古屋 四日市工 名経大市邨 日大三島 県岐阜商

花川 愛知啓成 四日市商 浜松市立 県岐阜商 椙山女学園 津商（選考）
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