
【男子の部】

回 期　　　日 会　　　場 優　勝　 第２位

1 Ｈ ９．１１．２２／２３ 中津川公園コート 上宮 上尾 大同 香川西

2 Ｈ１０．１１．２２／２３ 長良川テニスプラザ 黒沢尻北 三重 上尾 中京商

3 Ｈ１１．１１．２７／２８ 長良川テニスプラザ 尽誠 東北Ａ 北海道工業 中京商Ａ

4 Ｈ１２．１１．２５／２６ 長良川テニスプラザ 東北Ａ 富士宮北 上宮 上尾

5 Ｈ１３．１１．２４／２５ 長良川テニスプラザ 東北Ａ 尽誠Ｂ 上宮 北海道尚志

6 Ｈ１４．１１．２３／２４ 長良川テニスプラザ 木更津中央 東北Ａ 大同 上尾

7 Ｈ１５．１１．２３／２４ 長良川テニスプラザ 香川西Ａ 東北Ａ 東北Ｂ 大同工大大同

8 Ｈ１６．１１．２０／２１ 長良川テニスプラザ 岡崎城西 大同工大大同 高岡商業 北海道尚志

9 Ｈ１７．１１．２６／２７ 長良川テニスプラザ 三重 東北 上宮 和歌山北

10 Ｈ１８．１１．２５／２６ 長良川テニスプラザ 東北 和歌山北 富士宮北 上宮

11 Ｈ１９．１１．２４／２５ 長良川テニスプラザ 三重 北海道尚志 上宮 尽誠学園

12 Ｈ２０．１１．２２／２３ 長良川テニスプラザ 三重 岡崎城西 尽誠学園 享栄

13 Ｈ２１．１１．１４／１５ 岐阜ファミリーパーク 東北 岡崎城西 尽誠学園 木更津総合

14 Ｈ２２．１１．２０／２１ 各務原スポーツ広場 三重 上尾 木更津総合 千葉黎明

15 Ｈ２３．１１．２６／２７ 中津川公園コート 岐阜国体選抜 三重 北海道尚志 中京

16 Ｈ２４．１１．１７／１８ 各務原スポーツ広場 岡崎城西 中京 上宮 武蔵越生

17 Ｈ２５．１１．23／24 各務原スポーツ広場 中京 能登 高岡商業 三重

18 Ｈ２６．１１．22／23 各務原スポーツ広場 三重 東北 能登 中京

19 Ｈ２７．１１．2１／2２ 各務原スポーツ広場 三重 中京 駒澤大 東北

20 Ｈ２８．１１．１９／２０ 各務原スポーツ広場 中京 三重 尽誠学園 能登

21 Ｈ２９．１１．１８／１９ 各務原スポーツ広場 東北 三重 中京院中京 能登

22 Ｈ30．１１．１7／１8 各務原スポーツ広場 東北 木更津総合 中京院中京 三重

23 Ｒ1．１１．１６／１７ 各務原スポーツ広場 羽黒 能登 健大高崎 東北

24 R2

25 R3

26 Ｒ４．１１．１９／２０ 各務原スポーツ広場 岡山理大附 岡崎城西 羽黒 中京

ぎふ清流カップ（旧長良川カップ）歴代上位入賞校一覧

第３位　

中止

中止



【女子の部】

回 期　　　日 会　　　場 優　勝　 第２位

1 Ｈ ９．１１．２２／２３ 中津川公園コート 上田西 奈良育英 今治北 淀之水

2 Ｈ１０．１１．２２／２３ 長良川テニスプラザ 上田西 豊橋中央 和歌山信愛 淀之水

3 Ｈ１１．１１．２７／２８ 長良川テニスプラザ 上田西 姫路商業 和歌山信愛 就実

4 Ｈ１２．１１．２５／２６ 長良川テニスプラザ 淀之水 豊橋中央 和歌山信愛 文大杉並

5 Ｈ１３．１１．２４／２５ 長良川テニスプラザ 和歌山信愛 淀之水 今治北 姫路商業

6 Ｈ１４．１１．２３／２４ 長良川テニスプラザ 奈良育英 上尾 つくば国際 淀之水

7 Ｈ１５．１１．２３／２４ 長良川テニスプラザ 就実 和歌山信愛 豊橋中央 淀之水

8 Ｈ１６．１１．２０／２１ 長良川テニスプラザ 常盤木学園 文大杉並 淀之水 奈良育英

9 Ｈ１７．１１．２６／２７ 長良川テニスプラザ 和歌山信愛 常盤木学園 姫路商業 上尾

10 Ｈ１８．１１．２５／２６ 長良川テニスプラザ 就実 常盤木学園 長岡商業 姫路商業

11 Ｈ１９．１１．２４／２５ 長良川テニスプラザ 和歌山信愛 淀之水 奈良育英 高岡商業

12 Ｈ２０．１１．２２／２３ 長良川テニスプラザ 鈴峯女子 淀之水 和歌山信愛 奈良育英

13 Ｈ２１．１１．２１／２２ 岐阜ファミリーパーク 常盤木学園 淀之水 和歌山信愛 京都文教

14 Ｈ２２．１１．２０／２１ 岐阜ファミリーパーク 木本 京都文教 高岡商業 常盤木学園

15 Ｈ２３．１１．２６／２７ 瑞浪市民テニスコート 和歌山信愛 植草学園 鈴峯女子 金沢学院東

16 Ｈ２４．１１．１７／１８ 瑞浪市民テニスコート 鴬谷 昇陽 和歌山信愛 植草学園

17 Ｈ２５．１１．23／24 瑞浪市民テニスコート 和歌山信愛 三重 岡崎城西 奈良育英

18 Ｈ２６．１１．22／23 瑞浪市民テニスコート 和歌山信愛 三重 昇陽 多治見西

19 Ｈ２７．１１．１４／１５ 瑞浪市民テニスコート 広修大鈴峯 豊田大谷 和歌山信愛 岡崎城西

20 Ｈ２８．１１．２６／２７ 瑞浪市民テニスコート

21 Ｈ２９．１１．２５／２６ 瑞浪市民テニスコート 山陽女子 和歌山信愛 日大藤沢 東北

22 Ｈ30．１１．２4／２5 瑞浪市民テニスコート 和歌山信愛 三重 昇陽 東北

23 Ｒ１．１１．２３／２４ 瑞浪市民テニスコート 和歌山信愛 豊田大谷 東北 日大藤沢

24 R2

25 R3

26 Ｒ４．１１．１９／２０ 瑞浪市民テニスコート 和歌山信愛 東北 須磨学園 県岐阜商業

第３位　

降雨のため途中打ち切り

中止

中止


