
豊川市市民体育大会結果一覧

ミニバスケットボール

小学男子 青年男子 一般男子 青年女子 女子 中学男子 中学女子 小学女子 少年 少女

第１回 昭和３５年 豊川 国府

第２回 昭和３６年 国府 八南

第３回 昭和３７年 牛久保 国府

第４回 昭和３８年 牛久保 豊川 国府 牛久保

第５回 昭和３９年 国府 桜木 中部 八南 平尾 牛久保 平尾 総合優勝開始

第６回 昭和４０年 中部 中部 国府 諏訪３ 牛久保 牛久保 平尾

第７回 昭和４１年 平尾 平尾 豊川 三蔵子 牛久保 桜木 平尾

第８回 昭和４２年 牛久保 桜木 平尾 牛久保 豊川 八南

第９回 昭和４３年 桜木 豊川 豊川 国府 桜木 中部 千両

第１０回 昭和４４年 八南 八南 御油 八南 牛久保 桜木 千両

第１１回 昭和４５年 豊川 御油 豊川 豊川 千両 豊川

第１２回 昭和４６年 八南 御油 牛久保 中部 豊川 国府 千両 豊川

第１３回 昭和４７年 牛久保 牛久保 御油 中部 八南 豊川 牛久保 水泳オープン種目

第１４回 昭和４８年 中部 平尾 牛久保 三蔵子 国府 千両 中部

第１５回 昭和４９年 豊川 牛久保 牛久保 国府

第１６回 昭和５０年 牛久保 天王 牛久保 牛久保 中部 国府

第１７回 昭和５１年 牛久保 東部 東部 牛久保 金屋 平尾 桜町

第１８回 昭和５２年 桜町 桜町 牛久保 国府 三蔵子 桜町 桜町

第１９回 昭和５３年 豊川 御油 代田 桜木 代田

第２０回 昭和５４年 御油 御油 中部 御油 豊川 御油 中部 豊川 代田 三蔵子

第２１回 昭和５５年 三蔵子 御油 桜木 豊川 三蔵子 三蔵子 豊川 三蔵子 三蔵子

第２２回 昭和５６年 雨天中止 雨天中止 雨天中止 中部 三蔵子 三蔵子 桜木 桜町 雨天中止 水泳正式種目

第２３回 昭和５７年 豊川 三蔵子 金屋 牛久保 豊川 桜木 千両 中部 国府 三蔵子

第２４回 昭和５８年 三蔵子 三蔵子 桜町 三蔵子 牛久保 桜木 三蔵子 八南 国府 御油

第２５回 昭和５９年 雨天中止 雨天中止 雨天中止 牛久保 桜木 三蔵子 御油 三蔵子 雨天中止 桜木

第２６回 昭和６０年 御油 天王 千両 代田 国府 桜木 御油 三蔵子 御油 御油 豊川

第２７回 昭和６１年 中部 代田 中部 豊 中部 桜木 国府 中部 三蔵子 豊川 牛久保

第２８回 昭和６２年 牛久保 牛久保 中部 代田 豊川 平尾 桜町 三蔵子 代田 三蔵子 豊川

第２９回 昭和６３年 八南 中部 国府 八南 中部 八南 国府 三蔵子 桜町 三蔵子 豊川

第３０回 平成元年 国府 天王 桜町 三蔵子 国府 八南 国府 東部 御油 三蔵子 豊 ゲートボールオープン種目

第３１回 平成２年 国府 代田 天王 八南 桜木 平尾 国府 豊 三蔵子 三蔵子 桜木 水泳廃止

第３２回 平成３年 三蔵子 八南 御油 桜町 豊川 国府 国府 三蔵子 豊 豊 三蔵子 中部

第３３回 平成４年 国府 桜木 天王 国府 中部 牛久保 国府 三蔵子 代田 三蔵子 三蔵子 天王 ゲートボール正式種目

第３４回 平成５年 国府 牛久保 桜木 桜町 中部 平尾 国府 国府 東部 三蔵子 三蔵子 天王

総合優勝回数 年度 備考ゲートボール グラウンド・ゴルフ 水泳 玉入れ
ソフト

バレーボール

ソフトボール バレーボール 卓球 陸上競技
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ミニバスケットボール

小学男子 青年男子 一般男子 青年女子 女子 中学男子 中学女子 小学女子 少年 少女

総合優勝回数 年度 備考ゲートボール グラウンド・ゴルフ 水泳 玉入れ
ソフト
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ソフトボール バレーボール 卓球 陸上競技

第３５回 平成６年 国府 平尾 桜木 桜町 中部 牛久保 牛久保 国府 千両 国府 三蔵子 代田

第３６回 平成７年 牛久保 国府 牛久保 牛久保 中部 平尾 豊 牛久保 牛久保 三蔵子 三蔵子 豊

第３７回 平成８年 中部 桜町 代田 桜町 豊川 平尾 桜木 御油 平尾 中部 三蔵子 豊

第３８回 平成９年 国府 国府 牛久保 国府 桜木 平尾 国府 国府 天王 中部 中部 豊川

第３９回 平成１０年 国府 代田 中部 三蔵子 金屋 豊 豊 国府 東部 中部 中部 桜木

第４０回 平成１１年 国府 三蔵子 国府 桜木 中部 平尾 天王 国府 国府 中部 中部 八南

第４１回 平成１２年 三蔵子 平尾 豊 御油 中部 代田 代田 桜町 三蔵子 豊 桜町 卓球廃止

第４２回 平成１３年 三蔵子 平尾 金屋 桜木 三蔵子 中部 三蔵子 桜町 中部 中部 千両

第４３回 平成１４年 中部 豊川 代田 桜木 国府 中部 中部 豊 中部 牛久保 八南

第４４回 平成１５年 中部 三蔵子 金屋 桜木 国府 中部 中部 中部 三蔵子 牛久保 御油

第４５回 平成１６年 中部 八南 豊 代田 桜町 中部 桜木 中部 中部 国府 御油
グラウンド・ゴルフ正式種目

ゲートボール廃止

第４６回 平成１７年 三蔵子 牛久保 金屋 桜木 国府 豊川 三蔵子 三蔵子 桜木 豊 三蔵子

第４７回 平成１８年 三蔵子 牛久保 桜町 桜町 国府 東部 東部 中部 三蔵子 八南 豊

第４８回 平成１９年 一宮東部 桜町 中部 桜木 中部 三蔵子 八南 金屋

第４９回 平成２０年 中部 千両 牛久保 萩 国府 中部 豊 御油 天王 御津南部 一宮南部

第５０回 平成２１年 中部 国府 桜町 萩 中部 豊川 平尾 三蔵子 一宮西部 萩 赤坂

第５１回 平成２２年 三蔵子 桜町 桜町 萩 御津南部 豊川 一宮南部 御油 中部 三蔵子 赤坂

第５２回 平成２３年 三蔵子 代田 桜町 萩 国府 中部 三蔵子 御油 桜木 御津北部 牛久保

第５３回 平成２４年 三蔵子 中部 桜町 赤坂 国府 豊川 天王 天王 三蔵子 三蔵子 赤坂

第５４回 平成２５年 代田 雨天中止 桜町 雨天中止 豊川 金屋 一宮東部 代田 小坂井西 豊 天王 小学男子・一般男子ソフトボールは参加校区に得点（参加点：２
点）を与える

第５５回 平成２６年 中部 雨天中止 桜町 桜町 豊川 中部 小坂井東 天王 天王 豊 天王 小学男子ソフトボールは、ベスト４まで決定し終了。

第５６回 平成２７年 一宮西部 国府 牛久保 御油 豊川 代田 一宮西部 一宮西部 長沢 豊 牛久保

第５７回 平成２８年 御津南部 雨天中止 千両 雨天中止 豊川 三蔵子 一宮東部 桜木 天王 一宮南部 豊川 小学男子・一般男子ソフトボールは、ベスト４まで決定し終了。

第５８回 平成２９年 代田 雨天中止 小坂井西 雨天中止 国府 天王 一宮西部 代田 小坂井西 豊 赤坂 小学男子・一般男子ソフトボールは、ベスト４まで決定し終了。

第５９回 平成３０年 八南 桜町 桜町 八南 豊川 小坂井西 小坂井西 八南 赤坂 御津南部

青年男子ソフトボールを一般男子ソフトボールへ統合
青年女子バレーボールを一般女子バレーボールへ統合し、
女子バレーボールへ名称変更
ソフトバレーボール正式種目

第６０回 令和元年 天王 豊 国府 八南 豊 天王 小坂井西 三蔵子 御油 赤坂

第６１回 令和２年 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

第６２回 令和３年 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

第６３回 令和４年 御津南部 雨天中止 雨天中止 八南 一宮西部 三蔵子 御津南部 豊 赤坂 三蔵子 小学男子・一般男子ソフトボールは、ベスト４まで決定し終了。

ソフトバレー
グラウンド・ゴルフ
オープン種目


