
前田杯バレーボール大会　歴代優勝チーム
回 年度 一般男子 一般女子 中学男子 中学女子

1 S28年 魚津クラブ 富山電話局 高陵中学校 高岡西部中学校

2 S29年 富山大学 不二越鋼材工業KK 芳野中学校 伏木中学校

3 S30年 富山大学 富山電話局 高岡北部中学校 伏木中学校

4 S31年 日本カーバイト魚津工場 富山電話局 高陵中学校 高陵中学校

- S32年

- S33年

5 S34年 不二越鋼材 富山電話局 志貴野中学校 南星中学校

6 S35年 日本カーバイト魚津工場 不二越鋼材工業KK 高岡西部中学校 芳野中学校

7 S36年 不二越鋼材 不二越鋼材工業KK 芳野中学校 芳野中学校

8 S37年 不二越鋼材A 日清紡績富山工場 芳野中学校 芳野中学校

9 S38年 不二越鋼材 日清紡績富山工場 高岡西部中学校 芳野中学校

10 S39年 高岡クラブ カロリナチーム 芳野中学校 芳野中学校

11 S40年 高岡市体協 鐘渕紡績高岡工場 芳野中学校 芳野中学校

12 S41年 日本ゼオン 鐘渕紡績高岡工場 戸出中学校 芳野中学校

13 S42年 高岡市体協 敷島紡績笹津工場 戸出中学校 戸出中学校

14 S43年 高岡市役所 日東製網 芳野中学校 芳野中学校

15 S44年 高岡市役所 高岡市役所 芳野中学校 伏木中学校

16 S45年 高岡市役所 立山アルミ 高岡西部中学校 高岡西部中学校

17 S46年 高岡鳳凰会 日清紡 志貴野中学校 南星中学校

18 S47年 高岡鳳凰会 日清紡 芳野中学校 国吉中学校

19 S48年 高岡市役所 日曹高岡工場 伏木中学校 中田中学校

20 S49年 高岡市役所 富山松下電気㈱ 南星中学校 高岡西部中学校

21 S50年 高岡市役所 日清紡 高岡西部中学校 伏木中学校

22 S51年 三協アルミ 日清紡 南星中学校 南星中学校

23 S52年 高岡市役所 日清紡 戸出中学校 中田中学校

24 S53年 高岡鳳凰会 高岡クラブ 芳野中学校 中田中学校

25 S54年 高岡市役所 日清紡 戸出中学校 中田中学校

26 S55年 高岡鳳凰会 白馬クラブ 芳野中学校 中田中学校

27 S56年 北陸電力富山 高岡クラブ 戸出中学校 中田中学校

28 S57年 北陸電力富山 高岡クラブ 芳野中学校 芳野中学校

29 S58年 高岡鳳凰会 高岡クラブ 戸出中学校 中田中学校

30 S59年 北陸電力富山 高岡クラブ 芳野中学校 中田中学校

31 S60年 高岡鳳凰会 日清紡 五位中学校 志貴野中学校

32 S61年 魚津クラブ 高岡クラブ 芳野中学校 志貴野中学校

33 S62年 魚津クラブ 高岡クラブ 五位中学校 志貴野中学校

34 S63年 北陸電力富山 高岡クラブ 高陵中学校 志貴野中学校

35 H元年 高岡鳳凰会 高岡クラブ 五位中学校 志貴野中学校

36 H２年 北陸電力富山 黒部クラブ 芳野中学校 志貴野中学校

37 H３年 高岡鳳凰会 高岡クラブ 志貴野中学校 芳野中学校

38 H４年 高岡鳳凰会 高岡クラブ 高岡西部中学校 戸出中学校

39 H５年 高岡鳳凰会 氷見クラブ 志貴野中学校 戸出中学校

40 H６年 高岡鳳凰会 高岡クラブ 志貴野中学校 中田中学校

41 H７年 金沢市役所（金沢市） 金沢フレンズ（金沢市） 志貴野中学校 中田中学校

42 H８年 金沢市役所（金沢市） 高岡龍谷クラブ 志貴野中学校 志貴野中学校

43 H９年 YKK 黒部クラブ 志貴野中学校 志貴野中学校

44 H10年 北陸電力 氷見クラブ 野田中学校（金沢市） 高陵中学校

45 H11年 高岡鳳凰会 金沢フレンズ（金沢市） 野田中学校（金沢市） 森本中学校（金沢市）

46 H12年 三協アルミ 金沢フレンズ（金沢市） 野田中学校（金沢市） 森本中学校（金沢市）

47 H13年 ＰＶＣ (金沢市） 金沢フレンズ（金沢市） 野田中学校（金沢市） 芳野中学校

48 H14年 西南部クラブ（金沢市） 高岡クラブ 野田中学校（金沢市） 高尾台中学校（金沢市）

49 H15年 高岡鳳凰会 金沢フレンズ（金沢市） 額中学校（金沢市） 森本中学校（金沢市）

50 H16年 三協アルミ 金沢フレンズ（金沢市） 北鳴中学校（金沢市） 北鳴中学校(金沢市）

51 H17年 高岡鳳凰会 金沢フレンズ（金沢市） 野田中学校（金沢市） 芳野中学校

52 H18年 扇台クラブ（金沢市） 氷見クラブ 芳野中学校 芳野中学校

53 H19年 扇台クラブ（金沢市） 金沢フレンズ（金沢市） 北鳴中学校（金沢市） 鳴和中学校(金沢市）

54 H20年 新神田VC（金沢市） 金沢フレンズ（金沢市） 北鳴中学校（金沢市） 森本中学校（金沢市）

55 H21年 西南部クラブ（金沢市） 金沢フレンズ（金沢市） 北鳴中学校（金沢市） 森本中学校（金沢市）

56 H22年 新神田VC（金沢市） 金沢フレンズ（金沢市） 長田中学校（金沢市） 紫錦台中学校（金沢市）

57 H23年 ニシマルJAPAN（射水市） 金沢フレンズ（金沢市） 長田中学校（金沢市） 清泉中学校（金沢市）

58 H24年 ニシマルJAPAN（射水市） 金沢フレンズ（金沢市） 紫錦台中学校（金沢市） 高尾台中学校（金沢市）

59 H25年 ニシマルJAPAN（射水市） 金沢フレンズ（金沢市） 兼六中学校（金沢市） 芳野中学校

60 H26年 ニシマルJAPAN（射水市） 金沢フレンズ（金沢市） 野田中学校（金沢市） 高尾台中学校（金沢市）

61 H27年 新神田VC（金沢市） 金沢フレンズ（金沢市） 北鳴中学校（金沢市） 高尾台中学校（金沢市）

62 H28年 金沢西南部クラブ（金沢市） 金沢フレンズ（金沢市） 兼六中学校（金沢市） 長田中学校（金沢市）

全日本教員大会開催のため　　　　　　　中止

第13回国民体育大会開催のため　　　　中止


