
第１回 昭和２２年 長野市 （北信） 長野師範学校
第２回 昭和２３年 上田市 （東信） 松尾高等学校
第３回 昭和24年 松本市 （中信） 源池小学校
第４回 昭和25年 下高井 （北信） 平穏中学校
第５回 昭和26年 上伊那 （南信） 伊那北高等学校
第６回 昭和27年 北佐久 （東信） 軽井沢中学校
第７回 昭和28年 木　曽 （中信） 読書中学校
第８回 昭和29年 長野市 （北信） 城山小学校
第９回 昭和30年 更　科 （東信） 通明小・中学校
第１０回 昭和31年 諏　訪 （南信） 諏訪教育会館
第１１回 昭和32年 ４地区 島内小学校、丸ノ内中学校、城東小学校、伊那中学校、上田中央小学校、第二中学校

第１２回 昭和33年 長野市 （北信） 後町小学校、信濃教育会館、信州大学教育学部《全国大会》
第１３回 昭和34年 大町市 （中信） 常盤小学校、第三中学校
第１４回 昭和３５年 飯田市 （南信） 浜井場小学校
第１５回 昭和３６年 塩　田 （東信） 塩田中学校
第１６回 昭和３７年 松本市 （中信） 源池小学校
第１７回 昭和３８年 上水内 （北信） 戸隠宝光社分校
第１８回 昭和３９年 南安曇 （中信） 穂高中学校
第１９回 昭和４０年 飯　山 （北信） 第二中学校
第２０回 昭和４１年 諏訪市 （南信） 高島小学校
第２１回 昭和４２年 須坂市 （北信） 墨坂中学校
第２２回 昭和４３年 辰野町 （中信） 辰野西小学校
第２３回 昭和４４年 佐久市 （東信） 岩村田保育園、岩村田小学校、浅間中学校
第２４回 昭和４５年 塩尻市 （中信） 塩尻西小学校、塩尻市民会館
第２５回 昭和４６年 長野市 （北信） 松代幼稚園、松代小学校、松代中学校
第２６回 昭和４７年 飯田市 （南信） 中央保育園、浜井場小学校、飯田東中学校
第２７回 昭和４８年 上田市 （東信） 東部保育園、上田東小学校、第一中学校
第２８回 昭和４９年 松本市 （中信） 開智小学校、松本市民会館、《関ブロ大会》
第２９回 昭和５０年 中野市 （北信） 中央保育園、中野小学校、南宮中学校
第３０回 昭和５１年 諏　訪 （南信） 城南保育園、城南小学校、上諏訪中学校
第３１回 昭和５２年 更埴市 （東信） 若葉幼稚園、屋代小学校、屋代中学校
第３２回 昭和５３年 北安曇 （中信） こまくさ幼稚園、大町小学校、仁科台中学校
第３３回 昭和５４年 上高井 （北信） 泉園幼稚園、須坂小学校、常盤中学校
第３４回 昭和５５年 上伊那 （南信） 聖ジョゼフ幼稚園、辰野西小学校、辰野中学校
第３５回 昭和５６年 小諸市 （東信） 野岸幼稚園、坂の上小学校、芦原中学校
第３６回 昭和５７年 木　曽 （中信） 楢川保育園、楢川小学校、楢川中学校
第３７回 昭和５８年 飯田市 （南信） 入舟幼稚園、追手町小学校、飯田東中学校
第３８回 昭和５９年 更埴市 （東信） 埴生保育園、屋代保育園、埴生小学校、埴生中学校、屋代小学校、屋代中学校

上田文化会館、《全国大会、関ブロ大会》
第３９回 昭和６０年 長野市 （北信） 若草幼稚園、吉田小学校、東部中学校
第４０回 昭和６１年 南安曇 （中信） 穂高幼稚園、穂高南小学校、穂高中学校
第４１回 昭和６２年 諏　訪 （南信） 富士見保育園、富士見小学校、富士見高原中学校
第４２回 昭和６３年 上　小 （東信） 信州学園上田南幼稚園、上田南小学校、上田第六中学校
第４３回 平成 元年 上水内 （北信） 戸隠宝光社分校、戸隠中学校
第４４回 平成　２年 塩尻市 （中信） 塩尻幼稚園、広丘小学校、広陵中学校
第４５回 平成　３年 駒ヶ根 （南信） 南幼稚園、赤穂東小学校、赤穂中学校
第４６回 平成　４年 佐　久 （東信） 光徳学園、浅科小学校、浅科中学校
第４７回 平成　５年 飯山市 （北信） しろやま保育園、飯山小学校、第二中学校
第４８回 平成　６年 松本市 （中信） 青い鳥幼稚園、筑摩小学校、開成中学校
第４９回 平成　７年 下伊那 （南信） 中央保育園、風越保育園、上郷小学校、鼎小学校、阿智第一小学校、浪合小学校、

豊丘北小学校、大鹿小学校、和田小学校、追手町小学校、下久堅小学校、
飯田東中学校、鼎中学校、阿智第一中学校、天龍中学校、高陵中学校、緑ヶ丘中学校
飯田養護学校、飯田文化会館、《全国大会、関ブロ大会》

第５０回 平成　８年 更埴市 （東信） 八幡保育園、稲荷山養護学校、東小学校、屋代小学校、西中学校
第５１回 平成　９年 下高井 （北信） 平野保育園、中野小学校、中野平中学校
第５２回 平成１０年 北安曇 （中信） 白馬中部保育園、白馬北小学校、白馬中学校
第５３回 平成１１年 諏　訪 （南信） 一ツ浜保育園、下諏訪北小学校、下諏訪社中学校、花田養護学校、下諏訪総合文化センター

第５４回 平成１２年 上　小 （東信） 上田幼稚園、西小学校、第三中学校
第５５回 平成１３年 上高井 （北信） 高井保育園、高山小学校、墨坂中学校
第５６回 平成１４年 木　曽 （中信） 上松保育園、上松小学校、上松中学校、木曽養護学校
第５７回 平成１５年 上伊那 （南信） 辰野東部保育園、辰野東小学校、辰野中学校
第58回 平成１６年 佐　久 （東信） 小雀保育園、中佐都小学校、浅間中学校、小諸養護学校、佐久近代美術館

第59回 平成１７年 長野市 （北信） 松代幼稚園、昭和・三本柳・鍋屋田小学校、川中島中学校、松代高校
信濃美術館、水野美術館　〔プレ大会〕

第60回 平成１８年 長野市 （北信）

第61回 平成１９年 安曇野市 （中信）
第62回 平成２０年 飯田市 （南信）
第63回 平成２１年 更埴市 （東信）
第64回 平成２２年 長野上水内 （北信）
第65回 平成２３年 塩筑・木曽 （中信）
第66回 平成２４年 諏訪 （南信）
第67回 平成２５年 上小 （東信）
第68回 平成２６年 北信三支部 （北信）
第69回 平成２７年 松本 （中信）
第70回 平成２８年 上伊那 （南信） 高遠保育園、高遠小学校、国立信州高遠青少年自然の家・高遠北小学校、高遠中学校、高遠高校

第71回 平成２９年 佐久 （東信）
軽井沢中学校・軽井沢ニューアートミュージアム、軽井沢高校《全国大会、関ブロ大会》

第72回 平成３０年 長野上水内 （北信）
第73回 令和元年 北安・安曇野 （中信） 松川小学校　松川中学校
第74回 令和２年 下伊那 （南信） 松川北小学校　松川中央小学校　松川中学校（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い参加人数を制限）

第75回 令和３年 更埴（千曲市） （東信）

松代幼稚園、三本柳小学校、松代小学校、松代中学校、川中島中学校、柳町中学校、松代高校
長野養護学校、信濃美術館、キッズ造形フェスタ、長野市若里文化ホール《全国大会、関ブロ大会》

くるみ幼稚園、北御牧小学校、田中小学校、東部中学校、上田養護学校、上田染谷丘高校
常盤保育園、延徳小学校、中野小学校、小布施中学校、飯山養護学校
波田中央保育園、波田小学校、波田中学校、松本盲学校、エクセラン高校・源池小学校

信学会佐久幼稚園、小雀保育園・近代美術館、佐久平浅間小学校、中佐都小学校、浅間中学校

治田小学校　更埴西中学校

穂高幼稚園、三郷小学校、豊科南中学校
高松学園慈光幼稚園、松川中央小学校、高陵中学校、飯田養護学校、飯田創造館
戸倉保育園、戸倉小学校、戸倉上山田中学校、戸倉創造館
信学会長野幼稚園、湯谷小学校、柳町中学校、長野養護学校、信濃教育会館
日の出保育園、桔梗小学校、広陵中学校、木曽養護学校
信学会玉川どんぐり保育園、湖東小学校、永明小学校、東部中学校、諏訪養護学校

柏原保育園　信濃小中学校　飯綱中学校　北部高校


