
優勝 第２位 第３位 第４位 最優秀選手
第　１回 竜禅寺少年団 東少年団 佐藤少年団 北部少年団 ―
第　２回 佐藤少年団 芳川少年団 北星少年団 飯田少年団 ―
第　３回 芳川少年団 葵が丘少年団 竜禅寺少年団 浜名少年団 ―
第　４回 飯田少年団 葵が丘少年団 船越少年団 可美少年団 ―
第　５回 東少年団 芳川少年団 西少年団 佐藤少年団 ―
第　６回 飯田少年団 泉少年団 船越少年団 佐藤少年団 秋野　 淳一（飯田）
第　７回 芳川少年団 飯田少年団 河輪少年団 浜名少年団 藤田　 正己（芳川）
第　８回 芳川少年団 佐藤少年団 飯田少年団 中郡少年団 小山　 伸治（芳川）
第　９回 佐藤少年団 村櫛少年団 蒲少年団 船越少年団 武田　 修宏（佐藤）
第１０回 蒲少年団 佐藤少年団 神久呂少年団 飯田少年団 栗田　 誠司（蒲）
第１１回 蒲少年団 村櫛少年団 佐藤少年団 葵が丘少年団 伊藤　 賢志（蒲）
第１２回 芳川少年団 与進少年団 河輪少年団 篠原少年団 川合　　  剛（芳川）
第１３回 芳川少年団 蒲少年団 瑞穂少年団 葵が丘少年団 大橋　 正直（芳川）
第１４回 蒲少年団 村櫛少年団 芳川少年団 鴨江少年団 田光　 仁重（蒲）
第１５回 東少年団 河輪少年団 泉少年団 豊岡少年団 深谷　 忠介（東）
第１６回 浜北キッカーズ 河輪少年団 芳川少年団 葵が丘少年団 河合　 正和（浜北）
第１７回 蒲少年団 和田少年団 可美少年団 竜洋少年団 鈴木　 　 悟（蒲）
第１８回 蒲少年団 飯田少年団 芳川少年団 相生少年団 土古　 修二（蒲）
第１９回 和田東少年団 いさみ少年団 蒲少年団 相生少年団 鳥居　 篤史（和田東）
第２０回 蒲少年団 元城ＳＣ 芳川北少年団 瑞穂少年団 優秀選手１５名
第２１回 浜松西少年団 蒲少年団 和田東少年団 萩丘少年団 優秀選手１５名
第２２回 蒲少年団 ホンダＦＣジュニア 芳川少年団 新津少年団 優秀選手１５名
第２３回 和田少年団 元城ＳＣ 芳川少年団 蒲少年団 優秀選手１５名
第２４回 聖隷ＪＦＣ 和田東少年団 篠原少年団 ジュビロ浜松 優秀選手１５名
第２５回 和田東少年団 天竜ＦＣ ホンダＦＣジュニア 鴨江少年団 優秀選手１５名
第２６回 与進オール 相生少年団 新居少年団 砂丘少年団 優秀選手１５名
第２７回 ホンダＦＣジュニア 聖隷ＪＦＣ リベロＣＦＣ 今井ＦＣ 優秀選手１５名
第２８回 ホンダＦＣジュニア リベロＣＦＣ 佐鳴台少年団 聖隷ＪＦＣ 優秀選手１５名
第２９回 蒲少年団 新居少年団 ホンダＦＣジュニア 鴨江少年団 優秀選手１５名
第３０回 ホンダＦＣジュニア リベロＣＦＣ 鴨江少年団 飯田少年団 優秀選手１５名
第３１回 大東インパルス 聖隷ＪＦＣ 蒲少年団 芳川少年団 優秀選手１５名
第３２回 リベロＣＦＣ 佐鳴台少年団 蒲少年団 神久呂少年団 優秀選手１５名
第３３回 聖隷ＪＦＣ リベロＣＦＣ 佐鳴台少年団 新居少年団 優秀選手１５名
第３４回 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ 聖隷ＪＦＣ 磐田第一ＪＦＳＳ 浜名少年団 優秀選手１５名
第３５回 聖隷ＪＦＣ Ｈｏｎｄａ　ＦＣ テンマＳＣ 広沢少年団 優秀選手１５名
第３６回 鴨江少年団 浜松龍禅寺ＦＣ 聖隷ＪＦＣ バディＦＣ 優秀選手１５名
第３７回 Ｅｓｔｒｅｌｌａ 葵西少年団 相生少年団 湖西ＦＣ 優秀選手１５名
第３８回 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ 芳川北少年団 可美少年団 新居少年団 優秀選手１５名
第３９回 バディＦＣ 富塚少年団 聖隷ＪＦＣ ＳＨＯＮＡＩ 久米皓次郎（バディ）
第４０回 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ さなる少年団 鴨江少年団 浜松龍禅寺ＦＣ 澤上　 直人（Ｈｏｎｄａ）
第４１回 ＯＩＳＣＡ　ＦＣ 浜松蒲ＳＳＳ 浜松龍禅寺ＦＣ ジュビロＳＳ掛川 田村祐二朗（ＯＩＳＣＡ）
第４２回 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ ＡＺＵＲＩ上島 袋井東ＦＣ 浜松蒲ＳＳＳ 足立　 智紀（Ｈｏｎｄａ）
第４３回 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ 浜名ＳＳＳ ＯＩＳＣＡ　ＦＣ 龍禅寺ＦＣホワイト 吉岡　 直輝（Ｈｏｎｄａ）
第４４回 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ ＳＡＮＴＯＳ　ＦＣ 聖隷ホワイト 中ノ町ＳＳＳ 野口　 楓太（Ｈｏｎｄａ）
第４５回 オイスカＦＣ ＬＩＢＥＲＯ　ＦＣ ジュビロＳＳ浜松 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ 松井胡太郎（オイスカ）
第４６回 カワイＳＣ 大須賀ＳＳＳ オイスカＦＣ 竜洋ＦＣ 内山　 智貴（カワイ）
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