
回 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位

1 清水 藤枝 焼津 浜松 駿府 榛南 沼津
2 清水 焼津 浜松 藤枝 駿府 沼津 榛南
3 清水 焼津 藤枝 駿府 浜松 榛南 沼津
4
5 浜松 藤枝 焼津 富士 清水 駿府 沼津 榛南
6 藤枝 清水 浜松 焼津 駿府 富士 沼津
7 清水 焼津 藤枝 駿府 浜松 富士 沼津 榛南
8 駿府 清水 藤枝 浜松 焼津 富士 沼津
9 藤枝 駿府 清水 焼津 浜松 沼津 富士
10 駿府
11 藤枝 清水 焼津 駿府 新星 浜松 沼津 富士
12 藤枝 焼津 浜松 駿府 清水 すその 新星 富士 沼津
13 駿府 藤枝 焼津 すその 清水 富士 浜松 新星 沼津
14 藤枝 駿府 清水 焼津 すその 浜松 富士 新星 沼津
15 藤枝 駿府 清水 新星 焼津 富士 すその 浜松 沼津
16 駿府 藤枝 焼津 浜松 富士 すその 清水 新星 沼津
17 藤枝 駿府 すその 焼津 清水 浜松 富士宮 富士 沼津 新星
18 駿府 富士宮 浜松 清水 焼津 新星 藤枝 富士 沼津 すその
19 浜松 藤枝 焼津 清水 新星 富士宮 駿府 すその 富士 沼津
20 焼津 浜松 藤枝 清水 富士宮 駿府 新星 富士 沼津 すその
21 藤枝
22 藤枝 清水 新星 焼津 すその 富士 駿府 浜松 沼津 富士宮
23 藤枝 焼津 富士宮 清水 駿府 すその 新星 浜松 沼津 富士
24 新星 駿府 清水 藤枝 焼津 浜松 富士 すその 沼津 富士宮
25 駿府 藤枝 清水 新星 富士 浜松 焼津 すその 榛原 富士宮 沼津
26 藤枝 駿府 新星 焼津 浜松 富士 清水 すその 富士宮 榛原 沼津
27 駿府 新星 藤枝東 焼津 藤枝 清水 浜松 富士 岳南 三島 富士宮 すその 榛原 沼津
28 駿府 浜松 清水 藤枝東 新星 藤枝 焼津 岳南 富士 三島 富士宮 すその 榛原 沼津
29 藤枝 駿府 横内 藤枝東 清水 新星 富士 焼津 富士宮 岳南 浜松 すその 三島 榛原 沼津
30 藤枝 清水 浜松 藤枝東 新星 駿府 焼津 富士 横内 富士宮 三島 沼津 岳南 すその 榛原
31 藤枝 清水 駿府 浜松 新星 横内 焼津 富士 藤枝東 榛原 岳南 三島 富士宮 すその 沼津

上位 藤枝 清水 焼津 横内 富士 浜松 駿府 新星
下位 藤枝東 岳南 三島 すその 榛原 富士宮 沼津 磐田
上位 藤枝 横内 浜松 清水 焼津 藤枝東 岳南 富士
下位 三島 駿府 島田 新星 榛原 磐田 すその 富士宮 沼津
上位 焼津 藤枝 富士岳南 藤枝東 静岡 駿府 三島 浜松 清水
下位 新星 島田 すその 榛原 磐田 富士 沼津 富士宮
１部 藤枝 静岡 焼津 駿府 藤枝東 三島 新星 島田 富士岳南

２部 浜松 磐田 清水 すその 富士宮 榛原 富士 沼津
１部 藤枝 静岡 藤枝東 浜松 新星 焼津 三島 磐田 駿府
２部 島田 富士岳南 清水 富士宮 榛原 富士 すその 沼津
１部 藤枝 島田 藤枝東 浜松 静岡 富士岳南 焼津 三島 新星
２部 清水 磐田 富士宮 駿府 榛原 すその 富士 沼津
１部 藤枝 藤枝東 島田 静岡 浜松 富士岳南 磐田 清水 焼津
２部 三島 新星 富士 榛原 沼津 富士宮 駿府 すその
１部 藤枝 富士岳南 島田 浜松 藤枝東 三島 新星 静岡 磐田
２部 駿府 焼津 清水 富士 富士宮 榛原 すその 沼津
１部 藤枝 藤枝東 富士岳南 駿府 浜松 焼津 島田 三島 新星
２部 静岡 清水 富士宮 富士 磐田 沼津 すその 榛原
１部 富士岳南 藤枝 駿府 浜松 島田 焼津 藤枝東 静岡 清水
２部 三島 磐田 すその 富士宮 富士 沼津 新星 榛原

39  平成30年（2018）　

40  平成31年（2019）　

36  平成27年（2015）　

37  平成28年（2016）　

38  平成29年（2017）　

33  平成24年（2012）　

34  平成25年（2013）　

35  平成26年（2014）　

平成19年（2007）
 平成20年（2008） 
平成21年（2009）
平成22年（2010）

32  平成23年（2011）　

 平成13年（2001） 
 平成14年（2002） 
 平成15年（2003） 
 平成16年（2004） 
 平成17年（2005） 
平成18年（2006）

平成 8年（1996）
平成 9年（1997）
平成10年（1998）
平成11年（1999）
 平成12年（2000） ※ 優勝チームのみ判明、以下順位不明

平成 2年（1990）
平成 3年（1991）
平成 4年（1992）
平成 5年（1993）
平成 6年（1994）
平成 7年（1995）

 昭和60年（1985）
 昭和61年（1986）
 昭和62年（1987）
 昭和63年（1988）
平成 1年（1989） ※ 優勝チームのみ判明、以下順位不明

41  令和2年（2020）　

静岡県シニアサッカーリーグ　【４０リーグ】

年度
 昭和55年（1980）
 昭和56年（1981）
 昭和57年（1982）
 昭和58年（1983） ※ 一部未消化試合のため成績なし
 昭和59年（1984）



回 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位 １５位

1 清水 藤枝 焼津 浜松 駿府 榛南 沼津
2 清水 焼津 浜松 藤枝 駿府 沼津 榛南
3 清水 焼津 藤枝 駿府 浜松 榛南 沼津
4
5 浜松 藤枝 焼津 富士 清水 駿府 沼津 榛南
6 藤枝 清水 浜松 焼津 駿府 富士 沼津
7 清水 焼津 藤枝 駿府 浜松 富士 沼津 榛南
8 駿府 清水 藤枝 浜松 焼津 富士 沼津
9 藤枝 駿府 清水 焼津 浜松 沼津 富士
10 駿府
11 藤枝 清水 焼津 駿府 新星 浜松 沼津 富士
12 藤枝 焼津 浜松 駿府 清水 すその 新星 富士 沼津
13 駿府 藤枝 焼津 すその 清水 富士 浜松 新星 沼津
14 藤枝 駿府 清水 焼津 すその 浜松 富士 新星 沼津
15 藤枝 駿府 清水 新星 焼津 富士 すその 浜松 沼津
16 駿府 藤枝 焼津 浜松 富士 すその 清水 新星 沼津
17 藤枝 駿府 すその 焼津 清水 浜松 富士宮 富士 沼津 新星
18 駿府 富士宮 浜松 清水 焼津 新星 藤枝 富士 沼津 すその
19 浜松 藤枝 焼津 清水 新星 富士宮 駿府 すその 富士 沼津
20 焼津 浜松 藤枝 清水 富士宮 駿府 新星 富士 沼津 すその
21 藤枝
22 藤枝 清水 新星 焼津 すその 富士 駿府 浜松 沼津 富士宮
23 藤枝 焼津 富士宮 清水 駿府 すその 新星 浜松 沼津 富士
24 新星 駿府 清水 藤枝 焼津 浜松 富士 すその 沼津 富士宮
25 駿府 藤枝 清水 新星 富士 浜松 焼津 すその 榛原 富士宮 沼津
26 藤枝 駿府 新星 焼津 浜松 富士 清水 すその 富士宮 榛原 沼津
27 駿府 新星 藤枝東 焼津 藤枝 清水 浜松 富士 岳南 三島 富士宮 すその 榛原 沼津
28 駿府 浜松 清水 藤枝東 新星 藤枝 焼津 岳南 富士 三島 富士宮 すその 榛原 沼津
29 藤枝 駿府 横内 藤枝東 清水 新星 富士 焼津 富士宮 岳南 浜松 すその 三島 榛原 沼津
30 藤枝 清水 浜松 藤枝東 新星 駿府 焼津 富士 横内 富士宮 三島 沼津 岳南 すその 榛原
31 藤枝 清水 駿府 浜松 新星 横内 焼津 富士 藤枝東 榛原 岳南 三島 富士宮 すその 沼津

上位 藤枝 清水 焼津 横内 富士 浜松 駿府 新星
下位 藤枝東 岳南 三島 すその 榛原 富士宮 沼津 磐田
上位 藤枝 横内 浜松 清水 焼津 藤枝東 岳南 富士
下位 三島 駿府 島田 新星 榛原 磐田 すその 富士宮 沼津
上位 焼津 藤枝 富士岳南 藤枝東 静岡 駿府 三島 浜松 清水
下位 新星 島田 すその 榛原 磐田 富士 沼津 富士宮
１部 藤枝 静岡 焼津 駿府 藤枝東 三島 新星 島田 富士岳南

２部 浜松 磐田 清水 すその 富士宮 榛原 富士 沼津
１部 藤枝 静岡 藤枝東 浜松 新星 焼津 三島 磐田 駿府
２部 島田 富士岳南 清水 富士宮 榛原 富士 すその 沼津
１部 藤枝 島田 藤枝東 浜松 静岡 富士岳南 焼津 三島 新星
２部 清水 磐田 富士宮 駿府 榛原 すその 富士 沼津
１部 藤枝 藤枝東 島田 静岡 浜松 富士岳南 磐田 清水 焼津
２部 三島 新星 富士 榛原 沼津 富士宮 駿府 すその
１部 藤枝 富士岳南 島田 浜松 藤枝東 三島 新星 静岡 磐田
２部 駿府 焼津 清水 富士 富士宮 榛原 すその 沼津
１部 藤枝 藤枝東 富士岳南 駿府 浜松 焼津 島田 三島 新星
２部 静岡 清水 富士宮 富士 磐田 沼津 すその 榛原
１部 富士岳南 藤枝 駿府 浜松 島田 焼津 藤枝東 静岡 清水
２部 三島 磐田 すその 富士宮 富士 沼津 新星 榛原

39  平成30年（2018）　

40  平成31年（2019）　

36  平成27年（2015）　

37  平成28年（2016）　

38  平成29年（2017）　

33  平成24年（2012）　

34  平成25年（2013）　

35  平成26年（2014）　

平成19年（2007）
平成20年（2008） 
平成21年（2009）
平成22年（2010）

32  平成23年（2011）　

平成13年（2001） 
平成14年（2002） 
平成15年（2003） 
平成16年（2004） 
平成17年（2005） 
平成18年（2006）

平成 8年（1996）
平成 9年（1997）
平成10年（1998）
平成11年（1999）
平成12年（2000） ※ 優勝チームのみ判明、以下順位不明

平成 2年（1990）
平成 3年（1991）
平成 4年（1992）
平成 5年（1993）
平成 6年（1994）
平成 7年（1995）

昭和60年（1985）
昭和61年（1986）
昭和62年（1987）
昭和63年（1988）
平成 1年（1989） ※ 優勝チームのみ判明、以下順位不明

41 令和2年（2020）　

静岡県シニアサッカーリーグ　【４０リーグ】

年度
昭和55年（1980）
昭和56年（1981）
昭和57年（1982）
昭和58年（1983） ※ 一部未消化試合のため成績なし
昭和59年（1984）

回 年度 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 １１位 １２位 １３位 １４位
1  平成 7年（1995） 中西部 中部 浜松 東部
2  平成 8年（1996） 中西部 清水 中部 東部 浜松
3  平成 9年（1997） 中部 藤枝 焼津 清水 浜松 東部
4  平成10年（1998） 駿府 焼津 新星 藤枝 清水 東部 浜松
5  平成11年（1999） 藤枝 焼津 駿府 清水 東部 新星 浜松
6  平成12年（2000） 藤枝 駿府 新星 焼津 清水 東部 浜松
7  平成13年（2001） 藤枝 駿府 浜松 焼津 清水 新星
8  平成14年（2002） 藤枝 浜松 焼津 駿府 富士 東部 清水 新星
9  平成15年（2003） 藤枝 浜松 焼津 新星 富士 駿府 沼津 清水 富士宮
10  平成16年（2004） 藤枝 沼津 駿府 焼津 清水 浜松 新星 富士 富士宮
11  平成17年（2005） 駿府 藤枝東 浜松 藤枝 焼津 清水 沼津 新星 富士宮 富士
12  平成18年（2006） 駿府 藤枝東 藤枝 浜松 清水 焼津 沼津 富士 新星 富士宮 岳南
13  平成19年（2007） 駿府 藤枝東 藤枝 浜松 沼津 富士宮 清水 焼津 新星 岳南 富士
14  平成20年（2008） 藤枝 清水 藤枝東 駿府 浜松 沼津 焼津 新星 富士宮 富士 岳南
15  平成21年（2009） 駿府 藤枝 清水 藤枝東 浜松 新星 焼津 榛原 沼津 富士宮 岳南 富士 磐田
16  平成22年（2010） 焼津 藤枝 清水 藤枝東 駿府 浜松 新星 富士 富士宮 榛原 岳南 磐田 沼津
17  平成23年（2011） 焼津 清水 藤枝東 藤枝 駿府 浜松 磐田 新星 沼津 榛原 三島すその 岳南 富士宮 富士

上位 藤枝東 焼津 駿府 浜松 清水 藤枝 磐田
下位 新星 沼津 富士 岳南 榛原 富士宮 三島すその

上位 焼津 藤枝東 清水 藤枝 駿府 浜松 新星 沼津
下位 磐田 三島すその 富士 アスル沼津 島田 富士宮 榛原 富士岳南

１部 藤枝 駿府 焼津 浜松 磐田 清水 藤枝東 新星 三島
２部 静岡 島田 榛原 アスル沼津 富士岳南 富士 沼津 富士宮
１部 駿府 清水 藤枝 浜松 磐田 焼津 静岡 藤枝東 島田
２部 富士宮 新星 アスル沼津 富士 榛原 三島 沼津 富士岳南

１部 駿府 藤枝 清水 磐田 浜松 静岡 焼津 新星 富士宮
２部 藤枝東 島田 富士岳南 榛原 富士 アスル沼津 三島 沼津
１部 駿府 磐田 清水 焼津 藤枝 静岡 藤枝東 浜松 島田
２部 富士岳南 新星 富士 榛原 沼津 三島 富士宮 アスル沼津

１部 駿府 焼津 藤枝 磐田 静岡 清水 藤枝東 新星 富士岳南

２部 浜松 島田 富士 沼津 富士宮 アスル沼津 三島 榛原
１部 駿府 藤枝 焼津 清水 磐田 静岡 島田 浜松 藤枝東
２部 新星 富士岳南 三島 富士宮 富士 アスル沼津 榛原 沼津
１部 藤枝 焼津 駿府 静岡 新星 磐田 島田 清水 富士岳南

２部 浜松 三島すその 榛原 藤枝東 富士 アスル沼津 富士宮 沼津

回 年度 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位 １１位
1  平成12年（2000）
2  平成13年（2001） 中西部 中東部 浜松
3  平成14年（2002） 中東部 中西部 浜松
4  平成15年（2003） 中西部 中東部 浜松
5  平成16年（2004） 中西部 中東部 浜松 東部
6  平成17年（2005） 中西部 中東部 浜松 東部
7  平成18年（2006） 清水 中西部 新星 東部 浜松
8  平成19年（2007） 清水 駿府 中西部 新星 藤枝東 浜松 東部
9  平成20年（2008） 清水 焼津 浜松 駿府 藤枝 藤枝東 新星 東部
10  平成21年（2009） 浜松 清水 藤枝東 富士山 駿府 藤枝 焼津 新星 東部
11  平成22年（2010） 浜松 藤枝 藤枝東 新星 焼津 富士山 清水 駿府 東部
12  平成23年（2011） 浜松 藤枝 藤枝東 清水 東部 富士山 駿府 焼津 新星
13  平成24年（2012） 藤枝 浜松 清水 新星 藤枝東 焼津 富士山 駿府 東部
14  平成25年（2013） 浜松 藤枝 駿府 新星 清水 藤枝東 焼津 富士山 東部 磐田
15  平成26年（2014） 藤枝 浜松 藤枝東 焼津 清水 駿府 新星 磐田 富士 沼津 富士宮
16  平成27年（2015） 藤枝 浜松 焼津 藤枝東 新星 清水 駿府 沼津 富士 富士宮 磐田
17  平成28年（2016） 焼津 浜松 藤枝 藤枝東 清水 磐田 駿府 沼津 新星 富士 富士宮
18  平成29年（2017） 藤枝 焼津 清水 藤枝東 駿府 浜松 新星 磐田 富士宮 富士 沼津
19  平成30年（2018） 藤枝 清水 焼津 藤枝東 浜松 磐田 新星 駿府 沼津 富士宮 富士
20  平成31年（2019） 藤枝 焼津 清水 浜松 藤枝東 磐田 新星 沼津 駿府 富士 富士宮
21  令和2年（2020） 浜松 藤枝 焼津 清水 藤枝東 磐田 新星 沼津 富士宮 富士 駿府

回 年度 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 回 １位 ２位 ３位 ４位
1 平成17年（2005） 1 東部 西部
2 平成18年（2006） 東軍 西軍 2 西部 東部
3 平成19年（2007） 東軍 西軍 3 東部 西部
4 平成20年（2008） 東部 西部 4 西部 東部
5 平成21年（2009） 西部 東部 5 中西部 中東部 東部 西部
6 平成22年（2010） 東部 中東部 中西部 西部 6 中東部 中西部 西部 東部
7 平成23年（2011） 中西部 中東部 東部 西部
8 平成24年（2012） 中西部 清水 新星 東部 西部
9 平成25年（2013） 清水 中西部 東部 新星 西部
10 平成26年（2014） 清水 中西部 新星 東部 浜松
11 平成27年（2015） 中西部 清水 新星 東部 浜松
12 平成28年（2016） 中西部 清水 新星 東部 浜松
13 平成29年（2017） 志太 藤枝 新星 清水 浜松 東部
14 平成30年（2018） 志太 浜松 新星 清水 藤枝 東部
15 平成31年（2019） 藤枝 浜松 清水 新星 志太 東部
16 令和2年（2020） 藤枝 志太 浜松 清水 新星 東部

令和　2年（2020）

静岡県シニアサッカーリーグ　【７０リーグ】 静岡県シニアサッカーリーグ　【75リーグ】
年度

平成27年（2015）
平成28年（2016）
平成29年（2017）

 平成31年（2019）

静岡県シニアサッカーリーグ　【６０リーグ】

※ 順位不明

26

平成30年（2018）
平成31年（2019）

21  平成27年（2015）

22  平成28年（2016）

24  平成30年（2018）

23  平成29年（2017）

25

※ 順位不明

 令和２年（2020）

静岡県シニアサッカーリーグ　【５０リーグ】

富士／東部

18  平成24年（2012）

19  平成25年（2013）

20  平成26年（2014）


