
東葛駅伝　歴代優勝校一覧

開催年 優勝 ２位 3位 参加校

第1回 昭和23年（1948） 福田村立福田中 流山北部中 10校12チーム

第2回 昭和24年（1949） 二川村立二川中 福田中（A） 風早中 15校18チーム

第3回 昭和25年（1950） 野田町立野田中央中 二川中（A） 八木中 16校21チーム

第4回 昭和26年（1951） 野田町立野田中央中 手賀中 風早中 24校

第5回 昭和27年（1952） 野田市立第一中（A） 松戸四中 柏中 21校23チーム

第6回 昭和28年（1953） 柏町立柏中 野田一中（A) 松戸四中 23校27チーム

第7回 昭和28年（1953） 柏町立柏中 福田中 野田一中 24校26チーム

第8回 昭和29年（1954） 柏市立柏中 野田一中 福田中 21校23チーム

第9回 昭和30年（1955） 柏市立柏中 松戸一中 野田二中（A) 24校31チーム

第10回 昭和31年（1956） 柏市立柏中 柏土中 野田二中 26校32チーム

第11回 昭和32年（1957） 松戸市立小金中 柏中 川間中 26校31チーム

第12回 昭和33年（1958） 松戸市立第二中 松戸三中 流山南部中 28校37チーム

第13回 昭和34年（1959） 柏市立柏中 柏二中 流山南部中 28校34チーム

第14回 昭和35年（1960） 柏市立柏中 柏二中 野田二中 25校

第15回 昭和36年（1961） 柏市立柏中 柏土中 松戸三中 27校

第16回 昭和37年（1962） 柏市立柏中 松戸二中 柏土中 28校

第17回 昭和38年（1963） 柏市立柏中 柏土中 柏二中 28校

第18回 昭和39年（1964） 柏市立柏中 柏土中 柏二中 29校

第19回 昭和40年（1965） 柏市立柏土中 柏二中 柏中 31校

第20回 昭和41年（1966） 柏市立柏中 我孫子中 湖北中 32校

第21回 昭和42年（1967） 我孫子町立我孫子中 湖北中 柏二中 35校

第22回 昭和43年（1968） 我孫子町立我孫子中 湖北中 布佐中 36校

第23回 昭和44年（1969） 我孫子町立我孫子中 柏中 柏土中 34校

第24回 昭和45年（1970） 我孫子市立我孫子中 柏中 布佐中 36校

第25回 昭和46年（1971） 我孫子市立我孫子中 湖北中 浦安中 37校

第26回 昭和47年（1972） 浦安町立浦安中 松戸四中 湖北中 40校

第27回 昭和48年（1973） 流山市立南部中 我孫子中 風早中 42校

第28回 昭和49年（1974） 我孫子市立我孫子中 風早中 松戸四中 44校

第29回 昭和50年（1975） 柏市立柏土中 光ヶ丘中 流山東部中 45校

第30回 昭和51年（1976） 野田市立南部中 柏土中 我孫子中 45校

第31回 昭和52年（1977） 柏市立光ヶ丘中 柏土中 鎌ヶ谷二中 48校

第32回 昭和53年（1978） 我孫子市立我孫子中 柏土中 流山東部中 52校

第33回 昭和54年（1979） 柏市立柏土中 鎌ヶ谷二中 松戸六中 56校

第34回 昭和55年（1980） 柏市立柏土中 野田南部中 鎌ヶ谷二中 56校

第35回 昭和56年（1981） 我孫子市立白山中 風早中 野田南部中 62校

第36回 昭和57年（1982） 野田市立南部中 柏二中 流山北部中 63校



第37回 昭和58年（1983） 松戸市立新松戸南 河原塚中 風早中 64校

第38回 昭和59年（1984） 沼南町立高柳中 風早中 我孫子中 65校

第39回 昭和60年（1985） 我孫子市立白山中 風早中 我孫子中 67校

第40回 昭和61年（1986） 柏市立風早中 松戸旭町中 白山中 68校

第41回 昭和62年（1987） 松戸市立旭町中 根木内中 白山中 69校

第42回 昭和63年（1988） 松戸市立新松戸南中 白山中 鎌ヶ谷二中 64校

第43回 平成元年（1989） 柏市立風早中 我孫子中 白山中 68校

第44回 平成2年（1990） 我孫子市立白山中 風早中 河原塚中 71校

第45回 平成3年（1991） 我孫子市立白山中 鎌ヶ谷五中 常盤松中 71校

第46回 平成4年（1992） 我孫子市立白山中 我孫子中 流山南部中 71校

第47回 平成5年（1993） 我孫子市立白山中 我孫子中 風早中 72校

第48回 平成6年（1994） 鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷五中 白山中 金ケ作中 71校

第49回 平成7年（1995） 我孫子市立我孫子中 光ヶ丘中 松戸一中 71校

第50回 平成8年（1996） 我孫子市立我孫子中 光ヶ丘中 小金南中 71校

第51回 平成9年（1997） 流山市立流山東部中 松戸六中 栗ヶ沢中 71校

第52回 平成10年（1998） 松戸市立栗ヶ沢中 流山東部中 松戸六中 71校

第53回 平成11年（1999） 松戸市立栗ヶ沢中 松戸六中 小金北中 71校

第54回 平成12年（2000） 我孫子市立湖北中 松戸六中 二川中 71校

第55回 平成13年（2001） 柏市立逆井中 大津ヶ丘中 湖北中 71校

第56回 平成14年（2002） 柏市立逆井中 酒井根中 栗ヶ沢中 71校

第57回 平成15年（2003） 柏市立酒井根中 逆井中 我孫子中 71校

第58回 平成16年（2004） 柏市立逆井中 松戸一中 我孫子中 72校

第59回 平成17年（2005） 柏市立逆井中 風早中 松戸一中 72校

第60回 平成18年（2006） 柏市立柏二中 逆井中 風早中 70校

第61回 平成19年（2007） 我孫子市立白山中 野田南部中 逆井中 70校

第62回 平成20年（2008） 松戸市立松戸四中 酒井根中 白山中 70校

第63回 平成21年（2009） 我孫子市立我孫子中 常盤平中 光ヶ丘中 70校

第64回 平成22年（2010） 我孫子市立我孫子中 常盤平中 酒井根中 70校

第65回 平成23年（2011） 松戸市立松戸四中 野田南部中 柏二中 70校

第66回 平成24年（2012） 野田市立野田南部中 柏二中 白山中 70校

第67回 平成25年（2013） 我孫子市立白山中 流山北部中 野田南部中 70校

第68回 平成26年（2014） 我孫子市立白山中 松戸四中 湖北中 70校

第69回 平成27年（2015） 松戸市立小金中 白山中 常盤平中 71校

第70回 平成28年（2016） 我孫子市立白山中 西原中 常盤松中 71校

第71回 平成29年（2017） 我孫子市立白山中 湖北中 小金北中 71校

第72回 平成30年（2018） 我孫子市立白山中 我孫子中 松戸一中 71校

第73回 令和元年（2019） 我孫子市立我孫子中 大津ヶ丘中 白山中 71校


