
回数 決勝年月日 会　　場 第１位 第２位 第３位 第４位 フェアプレー賞

1 S49.11.8 津山市営 玉野Ａ 津山Ａ

2 S50.11.30 当新田 第二日比 甲浦 吉野Ａ 奥玉

3 S51.12.5 玉野青少 玉原 日比 第二日比 宇野

4 S52.12.4 県営陸上 玉野市 西大寺南 津山 吉野

5 S53.12.3 県営陸上 玉野市 西大寺南 古吉野 吉野

6 S54.12.2 県営陸上 玉野市 宇野 荘　　　内 富山Ａ

7 S55.12.7 県営陸上 西大寺南 玉野市 玉原 荘内

8 S56.12.6 県営陸上 玉野市 荘　　　内 津山第一 吉野

9 S55.12.8 県営陸上 津山第一 玉野市 吉野 植月

10 S56.12.7 県営陸上 玉野市 津山第一 伊島 荘　　　内

11 S55.12.9 当新田 玉野市 荘　　　内 倉敷朝鮮 芥子山

12 S56.12.8 当新田 玉野市 津山第一 可知 津山ＦＣ

13 S60.12.1 当新田 津山ＦＣ 玉野市 当新田 日比

14 S61.11.30 当新田 津山ＦＣ 田井ＦＣ 西大寺 荘　　　内

15 S62.11.27 当新田 津山ＦＣ 田井ＦＣ 美作ＦＣ 玉野ＦＣ

16 H1.11.27 当新田 津山ＦＣ 落合ＦＣ 玉野ＦＣ 美作ＦＣ

17 H2.11.25 当新田 津山ＦＣ 玉野ＦＣ 荘　　　内 西大寺

18 H3.11.24 当新田 玉野ＦＣ 三福ＳＣ ネオポリス 荘　　　内

19 H4.11.22 県蹴球場 津山ＦＣ 玉島ＳＳＳ 当新田ＳＣ 美作ＦＣ

20 H5.11.21 美作ＲＳＧ 玉島ＳＳＳ 田井ＦＣ 津山ＦＣ 美作ＦＣ

21 H6.12.4 備前市陸上 児島ＳＤ ネオポリス 三福ＳＣ 美作ＦＣ

22 H7.12.3 当新田 竜之口サッカー 総社ＳＣ 玉島ＳＳＳ 玉野ＦＣ 玉島ＳＳＳ

23 H8.12.8 県営陸上 津山ＦＣ ネオポリス 総社ＳＣ 川鉄ＳＳ ネオポリス

24 H9.12.7 倉敷市陸上 総社ＳＣ 長船ウイングス 玉野ＦＣ ネオポリス 総社ＳＣ

25 H11.12.7 県営陸上 川鉄ＳＳ ひらつＦＣ 総社ＳＣ ベルセＳＣ ベルセＳＣ

26 H12.12.7 津山陸上 川鉄ＳＳ 荘内 総社ＳＣ ベルセＳＣ 荘内

27 H13.2.25 津山陸上 当新田ＳＣ 富山ＳＳＳ 津山ＦＣ 三福ＳＣ 富山ＳＳＳ

28 H14.2.24 備前市陸上 川鉄ＳＳ 津山ＦＣ ネオポリス オオタＦＣ 津山ＦＣ

29 H15.3.2 備前市陸上 玉島ＳＳＳ 川鉄ＳＳ 高梁ＦＣ 笠岡ＦＣ 笠岡ＦＣ

30 H16.2.22 備前市陸上 当新田ＦＣ ＪＦＥ倉敷 御津ＦＣ 三福ＳＣ 三福ＳＣ

31 H17.2.20 備前市陸上 総社SC オオタＦＣ 中洲ＪＳＣ 津山ＦＣ 津山ＦＣ

32 H18.2.19 桃太郎 スタジアム 総社SC オオタＦＣ ＪＦＥ倉敷ＦＣ 竜之口ＳＳ 竜之口ＳＳ

33 H19.2.18 桃太郎 スタジアム ＪＦＥ倉敷ＦＣ 総社SC オオタＦＣ 高松ＦＣ 高松ＦＣ

34 H20.2.24 桃太郎 スタジアム ＪＦＥ倉敷ＦＣ 総社SC 鶴山ＪＳＣ 真備ＳＳＳ 真備ＳＳＳ
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35 H21.2.21 桃太郎スタジアム オオタＦＣ 笠岡ＦＣ 津山ＦＣ ＪＦＥ倉敷ＦＣ

36 H22.2.20 カンコースタジアム ＪＦＥ倉敷ＦＣ 総社ＳＣ 万寿東ＳＣ 玉島ＦＣ 万寿東ＳＣ

37 H23.2.20 カンコースタジアム ＪＦＥ倉敷ＦＣ 浦安ＦＣ Ｊフィールド岡山 FC Viparte ＪＦＥ倉敷ＦＣ

38 H24.2.19 カンコースタジアム Ｊフィールド津山 アヴァンサールＦＣ ＪＦＥ倉敷ＦＣ レイＳＣ レイＳＣ

39 H25.2.17 備前市陸上 ＪＦＥ倉敷ＦＣ 総社ＪＦＣ ＦＣヴィパルテ コムレッドＳＳ コムレッドＳＳ

40 H26.2.16 カンコースタジアム FCヴィパルテ ピナクル倉敷FC 鏡野JFC 灘崎FC 灘崎FC

41 H27.2.15 カンコースタジアム オオタＦＣ FC Viparte 総社北SC 三福SC 三福SC

42 H28.2.16 県補助陸上 オオタＦＣ ピナクル倉敷FC FC Viparte Jフィールド津山SC Jフィールド津山SC

43 H29.2.26 シティライトスタジアム Jフィールド岡山Jr 旭丘SC 庄FC 笠岡FC 笠岡FC

44 H30.2.24 シティライトスタジアム ファジアーノ岡山U-12 Jフィールド岡山Jr Jフィールド津山SCエスペランサKFC Jフィールド津山SC

45 H31.2.24 備前市陸上 Jフィールド岡山Jr ピナクル倉敷FC Jフィールド津山SC浦安FC ピナクル倉敷FC
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