
回 年 優勝 準優勝 3位 4位 5位 6位 7位 8位 開催地

1 S62/1987 関東A 関東B 関⻄A 関⻄B 九州 東海・北信越 北海道・東北 中国・四国 愛知県・豊⽥市

2 S63/1988 関東B 関東A 関⻄B 東海・北信越 関⻄A 九州 中国・四国 北海道・東北 佐賀県・唐津市

3 H1/1989 関東A 関⻄A 関東B 関⻄B 中国・四国 九州 東海・北信越 北海道・東北 佐賀県・唐津市

4 H2/1990 関東A 関東B 東海・北信越 九州 関⻄A 関⻄B 北海道・東北 中国・四国 佐賀県・唐津市

5 H3/1991 関東A 関東B 関⻄A 関⻄B 九州 東海・北信越 北海道・東北 中国・四国 佐賀県・唐津市

6 H4/1992 関東A 関⻄A 関東B 関⻄B 東海・北信越 北海道・東北 九州 中国・四国 ⿅児島県・⿅屋市

7 H5/1993 関⻄A 関東A 関東B 関⻄B 九州 東海・北信越 中国・四国 北海道・東北 佐賀県・唐津市

8 H6/1994 関東A 関⻄A 北海道・東北 関東B 中国・四国 九州 関⻄B 東海・北信越 愛媛県・松⼭市

9 H7/1995 関東B 関東A 関⻄A 九州 関⻄B 北海道・東北 東海・北信越 中国・四国 福岡県・福岡市

10 H8/1996 関東B 九州 中国・四国 関⻄A 関東A 北海道・東北 東海・北信越 関⻄B 愛知県・刈⾕市

11 H9/1997 関東A 関東B 関⻄A 九州 関⻄B 北海道・東北 東海・北信越 中国・四国 福岡県・福岡市

12 H10/1998 九州 関東A 関東B 東海・北信越 関⻄A 北海道・東北 関⻄B 中国・四国 沖縄県・⽯垣市

13 H11/1999 関東B 東海・北信越 関東A 関⻄A 九州 関⻄B 北海道・東北 中国・四国 福島県

14 H12/2000 関⻄A 関⻄B 北海道・東北 中国・四国 関東B 東海・北信越 関東A 九州 宮崎県・⻄都市、綾町

15 H13/2001 関東A 東海・北信越 関東B 関⻄B 九州 関⻄A 中国・四国 北海道・東北 熊本県・⼤津町

16 H14/2002 関⻄B 関東B 関東A 関⻄A 九州 東海・北信越 北海道・東北 中国・四国 ⾹川県・丸⻲市

17 H15/2003 関東A 関東B 関⻄A 東海・北信越 九州 北海道・東北 関⻄B 中国・四国 ⼤分県・⼤分市、別府市

18 H16/2004 中国・四国 九州 関東A 関⻄A 関東B 関⻄B 東海・北信越 北海道・東北 宮崎県・宮崎市

19 H17/2005 関東B 東海・北信越 関東A 中国・四国 北海道・東北 九州 関⻄A 関⻄B 愛媛県・新居浜市

20 H18/2006 関東A 北海道・東北 関東B 関⻄B 東海・北信越 中国・四国 九州 関⻄A ⾼知県・春野町

21 H19/2007 関東A 九州 関⻄B 関東B 関⻄A 東海・北信越 中国・四国 北海道・東北 ⻑崎県・島原市

22 H20/2008 東海・北信越 九州 関⻄B 関東B 中国・四国 関⻄A 関東A 北海道・東北 宮崎県・宮崎市

23 H21/2009 関⻄A 九州 関東A 関東B 関⻄ 北海道・東北 東海・北信越 中国・四国 ⿅児島県・南さつま市

24 H22/2010 東海・北信越 中国・四国 関⻄B 関⻄A 九州 関東B 北海道・東北 関東A 宮崎県・⻄都市

25 H23/2011 全⽇本 関東A 関東B 九州 中国・四国 東海・北信越 関⻄ 北海道・東北 ⼤阪府・堺市

26 H24/2012 全⽇本 東海・北信越 関東A 関⻄ 中国・四国 北海道・東北 九州 関東B 宮崎県・宮崎市

27 H25/2013 関⻄ 中国・四国 全⽇本 関東A 北海道・東北 関東B 九州 東海・北信越 ⻑崎県・島原市

28 H26/2014 全⽇本 関⻄ 関東B 関東A 九州 北海道・東北 中国・四国 東海・北信越 宮崎県・⻄都市

29 H27/2015 全⽇本 九州 関⻄ 関東A 東海・北信越 関東B 中国・四国 北海道・東北 広島県・広島市

30 H28/2016 関⻄ 関東A 北海道・東北 九州 全⽇本 関東B 東海・北信越 中国・四国 宮崎県・宮崎市

31 H29/2017 関東A 全⽇本 関⻄ 関東B・北信越 九州 中国・四国 東海 北海道・東北 愛知県・刈⾕市

32 H30/2018 関東B・北信越 関東A 九州 関⻄ 全⽇本 北海道・東北 東海 中国・四国 熊本県・⼤津町

デンソーカップチャレンジサッカー過去の記録

※第１回⼤会から第10回⼤会までは全⽇本⼤学サッカー地域対抗戦


