
全日本少年サッカー大会

戦績

第1回 昭和52年度 清水ＦＣ 優勝 清水ＦＣ 静岡県 両チーム 粟野サッカー少年団 栃木県 日詰サッカースポーツ少年団 岩手県

与野下落合ｻｯｶｰ少年団 埼玉県 優勝

第2回 昭和53年度 清水ＦＣ 優勝 清水ＦＣ 静岡県 ＦＣ町田 東京都 広島フットボールクラブ 広島県 山口サッカークラブ 山口県

第3回 昭和54年度 清水ＦＣ 準優勝 ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ甲府ｲﾚﾌﾞﾝ 山梨県 清水ＦＣ 静岡県 山口サッカークラブ 山口県 五戸すずかけスポーツ少年団 青森県

第4回 昭和55年度 清水ＦＣ ﾘｰｸﾞ4勝 船橋フットボールクラブ 千葉県 両チーム ＦＣ浦和 埼玉県 足利相生ＦＣ 栃木県

四日市サッカー少年団 三重県 優勝

第5回 昭和56年度 清水ＦＣ 3位 ＦＣ町田 東京都 古河ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 茨城県 ＦＣ浦和 埼玉県 両チーム

清水ＦＣ 静岡県 3位

第6回 昭和57年度 清水ＦＣ 優勝 清水ＦＣ 静岡県 ＦＣ町田 東京都 ＦＣ浦和 埼玉県 富士見丘少年蹴球団 東京都

第7回 昭和58年度 清水ＦＣ 優勝 清水ＦＣ 静岡県 山口サッカークラブ 山口県 高槻松原サッカークラブ 大阪府 若松サッカー少年団 福岡県

浜松ＪＦＣ 第2 ベスト16

第8回 昭和59年度 清水ＦＣ ベスト8 太田南小サッカースポーツ少年団 群馬県 多比良ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 長崎県 町田ＳＳＳクラブ 東京都 市川フットボールクラブ 千葉県

浜松ＪＦＣ 第2 ベスト8

第9回 昭和60年度 清水ＦＣ 優勝 清水ＦＣ 静岡県 両チーム 高槻松原サッカークラブ 大阪府 ゴールプランダーズサッカークラブ 神奈川県

フットボールクラブ浦和 埼玉県 優勝

第10回 昭和61年度 清水ＦＣ 優勝 清水ＦＣ 静岡県 両チーム 船橋フットボールクラブ 千葉県 日立サッカースポーツ少年団 茨城県

ＦＣ邑楽 群馬県 優勝

第11回 昭和62年度 清水ＦＣ 優勝 清水ＦＣ 静岡県 藤枝ＦＣ 静岡県 日立サッカースポーツ少年団 茨城県 ＦＣ東松山 埼玉県

藤枝ＦＣ 第2 準優勝

第12回 昭和63年度 清水ＦＣ 準優勝 読売ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞﾕｰｽＳ 東京都 清水ＦＣ 静岡県 ゴールプランダーズサッカークラブ 神奈川県 日立サッカースポーツ少年団 茨城県

富士ＪＦＣ 第2 ベスト8

第13回 平成元年度 清水ＦＣ ベスト8 ＦＣ浦和 埼玉県 ＦＣ中津 大分県 千葉北ＦＣ 千葉県 松山サッカースクール 愛媛県

第14回 平成2年度 浜松ＪＦＣ ベスト16 城陽ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ少年団 京都府 高槻フットボールクラブ 大阪府 三吉サッカースポーツ少年団 山梨県 大安寺西サッカークラブ 奈良県

第15回 平成3年度 浜松ＪＦＣ ベスト16 下都賀ジュリアンズ 栃木県 高陽フットボールクラブ 広島県 ＦＣ浦和 埼玉県 蒲町サッカースポーツ少年団 宮城県

第16回 平成4年度 清水ＦＣ 優勝 清水ＦＣ 静岡県 下都賀ジュリアンズ 栃木県 市川フットボールクラブ 千葉県 両チーム

国見少年サッカークラブ 長崎県 3位

第17回 平成5年度 浜松ＪＦＣ 優勝 浜松ＪＦＣ 静岡県 清水ＦＣ 静岡県 ＦＣ邑楽 群馬県 四日市サッカー少年団 三重県

清水ＦＣ 第2 準優勝

第18回 平成6年度 清水ＦＣ 3位 刈谷第一ＦＣ 愛知県 宇都宮ｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 栃木県 清水ＦＣ 静岡県 光明台少年サッカークラブ 大阪府

浜松ＪＦＣ 第2 ベスト16

第19回 平成7年度 清水ＦＣ ベスト16 日立ＦＣ柏レイソルﾕｰｽ 千葉県 愛知フットボールクラブ 愛知県 ＦＣ大宮 埼玉県 府ロクサッカークラブ 東京都

第20回 平成8年度 静岡ＦＣ ベスト16 新座片山ＦＣ少年団 埼玉県 境川フットボールクラブ 大分県 柏レイソルユース 千葉県 ＦＣ邑楽 群馬県

第21回 平成9年度 浜松ＪＦＣ ベスト4 柏レイソルユース 千葉県 ＦＣ邑楽 群馬県 浜松ＪＦＣ 静岡県 両チーム

Ｍ・Ｃ・Ｕ 奈良県 3位

第22回 平成10年度 浜松ＪＦＣ 優勝 浜松ＪＦＣ 静岡県 両チーム ＦＣ邑楽 群馬県 明治北ＳＳＣ 大分県

小倉南ＦＣジュニア 福岡県 優勝

県代表チーム 本大会第3位 本大会第4位本大会優勝 本大会準優勝
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戦績

第23回 平成11年度 清水ＦＣ 3位 ヴェルディジュニア 東京都 柏レイソルユース 千葉県 札幌ＦＣ 北海道 清水ＦＣ 静岡県

榛原ＦＣ 第2 2次ﾘｰｸﾞ

第24回 平成12年度 浜松ＪＦＣ 優勝 浜松ＪＦＣ 静岡県 札幌ＦＣ 北海道 愛知フットボールクラブ 愛知県 江南南サッカー少年団 埼玉県

第25回 平成13年度 清水ＦＣ 2次ﾘｰｸﾞ 静岡ＦＣ 静岡県 柏レイソルユース 千葉県 ヴェルディジュニア 東京都 明治北ＳＳＣ 大分県

静岡ＦＣ 第2 優勝

第26回 平成14年度 浜松ＪＦＣ 2次ﾘｰｸﾞ ＦＣ浦和 埼玉県 ＦＣ中津1981 大分県 柏レイソルユース 千葉県 ＪＦＣファイターズ 栃木県

静岡ＪＦＣ 第2 2次ﾘｰｸﾞ

第27回 平成15年度 静岡ＪＦＣ 2次ﾘｰｸﾞ 江南南ｻｯｶｰ少年団 埼玉県 富山北FCジュニア 富山県 帯広ＦＣ 北海道 愛知ＦＣ 愛知県

第28回 平成16年度 静岡ＪＦＣ 1次ﾘｰｸﾞ 横浜F・ﾏﾘﾉｽﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ 神奈川県 柏レイソルユースU-12 千葉県 ヴェルディジュニア 東京都 愛知ＦＣ 愛知県

第29回 平成17年度 清水ＦＣ 3位 横浜F・ﾏﾘﾉｽﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ 神奈川県 JFCファイターズ 栃木県 ヴェルディジュニア 東京都 清水ＦＣ 静岡県

第30回 平成18年度 SALFUS oRs 1次ﾗｳﾝﾄﾞ 横浜F・ﾏﾘﾉｽﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ 神奈川県 ＦＣ浦和 埼玉県 ヴェルディジュニア 東京都 横浜Ｆ・マリノスプライマリー追浜 神奈川県

第31回 平成19年度 竜洋ＦＣ 1次ﾗｳﾝﾄﾞ 東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1696ｼﾞｭﾆｱ 東京都 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞｼﾞｭﾆｱ 茨城県 熊本ユナイテッドＳＣ 熊本県 横浜Ｆ・マリノスプライマリー追浜 神奈川県

第32回 平成20年度 FC Estrella ベスト8 ＦＣ浦和 埼玉県 名古屋グランパスU12 愛知県 柏レイソルU-12 千葉県 水原サッカー少年団 新潟県

第33回 平成21年度 カワハラＦＣ 1次ﾗｳﾝﾄﾞ 名古屋グランパスU12 愛知県 新座片山ＦＣ少年団 埼玉県 川崎フロンターレU-12 神奈川県 横河武蔵野ＦＣジュニア 東京都

第34回 平成22年度 高部ＪＦＣ 1次ﾗｳﾝﾄﾞ バディーサッカークラブ 神奈川県 ディアブロッサ高田FC U-12 奈良県 ＥＸＥ90ＦＣ Ｊｒ 大阪府 柏レイソルU-12 千葉県

第35回 平成23年度 SALFUS oRs 2次ﾗｳﾝﾄﾞ 柏レイソルU-12 千葉県 名古屋グランパスU12 愛知県 ディアブロッサ高田ＦＣ U-12 奈良県 大宮アルディージャジュニア 埼玉県

第36回 平成24年度 SALFUS oRs 2次ﾗｳﾝﾄﾞ 新座片山ＦＣ少年団 埼玉県 柏レイソルU-12 千葉県 バディーサッカークラブ 神奈川県 名古屋グランパスU12 愛知県

第37回 平成25年度 Vivace FC 1次ﾗｳﾝﾄﾞ 鹿島アントラーズジュニア 茨城県 名古屋グランパスU12 愛知県 ソレッソ熊本U-12 熊本県 大山田サッカースポーツ少年団 三重県

第38回 平成26年度 Vivace FC 2次ﾗｳﾝﾄﾞ セレッソ大阪U-12 大阪府 柏レイソルU-12 千葉県 横河武蔵野FCジュニア 東京都 レジスタFC 埼玉県

第39回 平成27年度 バンレオール岡部 1次ﾗｳﾝﾄﾞ レジスタFC 埼玉県 鹿島アントラーズ 茨城県 符津SS 石川県 兵庫FC 兵庫県

第40回 平成28年度 入江ＳＳＳ 1次ﾗｳﾝﾄﾞ センアーノ神戸ジュニア 兵庫県 横浜F・ﾏﾘﾉｽﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ 神奈川県 ディアブロッサ高田ＦＣ U-12 奈良県 府中新町FC 東京都

第41回 平成29年度 清水エスパルスU-12清水 ラウンド16 セレッソ大阪U-12 大阪府 北海道コンサドーレ札幌U-12EAST 北海道 大宮アルディージャジュニア 埼玉県 サンフレッチェ広島F.Cジュニア 広島県

第42回 平成30年度 キューズFC・エスパルスジュニア ラウンド16 川崎フロンターレ 神奈川県 大阪市ジュネッスFC 大阪府 ソレッソ熊本 熊本県 アビスパ福岡 福岡県

第43回

第44回

　　静岡県戦績　　　優勝･･･12回、準優勝･･･4回、第3位・・・4回

県代表チーム 本大会優勝 本大会準優勝 本大会第3位


